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幹事報告 和田 幹事
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会員増強・親睦委員会 山下委員長

同上 成田委員

出席委員会 横倉委員長

職業奉仕委員会 森岡委員長

卓話 「職業奉仕月間に因んで」

後藤 一郎 会員

熊井 治孝 会員

食事 花藤

会長挨拶 藤林 良昭 会長

すっかり秋めいてきました。

９月３０日に、会員増強セミナ

ーがあり、私と山下委員長、飯

作委員長の３人で参加してきま

した。

前年度の会長であった井村

会員に、指名委員会の委員長

をお願いしました。

今月は職業奉仕月間です。

ドトールコーヒーの名誉会長である鳥羽さんが書いた本をご紹介しま

す。品質は人質、原因と結果は必ず一致する（『因果倶時』）などなど

…、沢山の示唆を得られます。成功する方の考え方は、平凡ではあり

ません。

幹事報告 和田 達也 幹事

姉妹地区第３６５０地区（韓国）地区大会参加登録■

の案内が来ております。

以下のクラブより例会変更案内が届いております。■

・東京八王子ロータリークラブ

・東京八王子西ロータリークラブ

・東京八王子南ロータリークラブ

先日『Ｗａｔｃｈ Ｕｓ ９月号』をお配りしました。前後しますが８月号が■

届きましたので皆様のメールボックスに入れておきます。
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ニコニコ

本日のニコニコ ８名 27,000円

累計 278,500円 （予算達成 27.9%）

報告 成田 恭隆 会員増強・親睦委員

藤林良昭 君 すっかり秋になりました。昨

日は秋晴れの中、一足早く東京スカイツリ

ーを見てきました。

和田達也 君 後藤さん、熊井さんの卓話

を楽しみにしております。

事務局 田中くに子 様 ｽﾍﾟｼｬﾙ

主人の葬儀に際し、皆様のご厚情をい

ただき、ありがとうございました。こころより

厚く御礼申し上げます。

後藤一郎 君 つたない卓話をさせていた

だきます。

板谷誠一 君 気がついたら、１ヶ月ぶりの

出席でした。

熊井治孝 君 私の職業の一部を卓話とし

て、お話させていただきます。

森岡弘通 君 先々週の例会日に台風情

報におびえてドタキャンをしました。後期

高齢者にめんじて許してください。

山下雅弘 君 ○大 １０月１９日の親睦旅

行。まだ１２人しか参加者がいません。最

低２０名いないと大赤字になります。今一

度、お考えなおしください。また、参加さ

れる方は、ご家族ご友人をお誘いくださ

い。

委員会報告など

出席委員会 横倉 利夫 委員長

MU 本日の事前メークアップ

小宮延雄 君 西山尚之 君

MU 前回・前々回のメークアップ

成田恭隆 君 （前回）

会員総数 出席総数 ＭＵ
欠席 出席率

(うち出席免除) （うち免除者数） (うち免除者数)

本日 34 20 2
8 73.33%

2011.10.05 (7) (3) (0)

前回訂正 34 19 3+1
6 79.31%

2011.09.28 (7) (2) (0+0)

前々回訂正 34 20 3+0+0
5 82.14%

2011.09.21 (7) (1) (0+0+0)

会員増強・親睦委員会 山下 雅弘 委員長

親睦旅行へのご参加をよろしくお願いいたします！■

増強セミナーに参加しました。会員が増えているクラブ■

は、やはり前向きな発言をされているように感じました。

ロータリーの友１０月号 ～ 私の注目する３つの記事を紹介 ～

森岡 弘通 職業奉仕委員長

□１ 地ビールで世界を目指す（縦組7～9頁） 「日本で最もポピュラーなビ

ールの銘柄は『TORIAEZU BEER』」とか「日本酒はどう転んでも演歌の

世界」といったキャッチフレーズをたくみに使って展開される老舗酒屋の

跡取りさんの元気で楽しい奮闘記です。

□２ ロータリーのすすめ （横組8～9頁） 「職業奉仕の推進」か「奉仕事業

の拡充」か ― ロータリーの基本路線をめぐって繰り返される論争の原

点が「The Object」 of Rotary をロータリーの「綱領」と訳した日本語訳の

是非と関連づけて論じられています。ぜひご一読を。

□３ 「言いたい聞きたい」のなかの望ましい国際奉仕とは （縦組14頁） ロ

ータリアンとして見過ごすことのできないロータリーの活動に直接関係して

くる貴重な反省点が示されています。
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東京日野ロータリークラブ会報
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幹 事 和田 達也

会報委員会 山口 徹雄（委員長）

小峯 敏夫 西山 尚之

事務局 〒191-0042 東京都日野市程久保3-37-3 日野ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会館

TEL 042-594-3711 FAX 042-593-0510

例 会 毎週水曜日（12:30より） 高幡不動尊客殿

ＵＲＬ http://www.hino-rotary.org メール info@hino-rotary.org

卓話 「職業奉仕月間に因んで」

はじめに 森岡 弘通 職業奉仕委員長

本日は、優れたロータリアンかつ職業人であられる当クラブの二人の

大先輩に卓話をお願いいたします。

後藤 一郎 会員

私達経営者は、職を通して社会に貢献しているほか、

納税している、雇用している、地域を活性化している等の

形で社会貢献しています。だから、会社を倒産させては

いけません。長く続けることが大切です。

正直に仕事をして信用を獲得すること、それは相手の

立場で考え、相手にプラスを与えることです。

会社の組織図も逆さにして考えると良いです。一番上

にお客があって、その下に会社組織。全てを支える社長の責任は重いものと実感

されます。組織改編のヒントにもなります。

お客の立場に立つと、①世の中（ニーズ）の変化が分かり、②新しい価値を創造

するヒントが得られます。拝金をやめてお客の立場に立てば事業は長く続きます。

日野ＲＣは会員を大切にすべきです。クラブの財産は会員です。

成功している人は謙虚であり、運が良かった、人に助けられたと言いますが、努

力をしているからこそです。自分の仕事を愛して、頑張ってください。

熊井 治孝 会員

動物病院は、端から見ていると格好いいようですが、３

Ｋです。責任があり、夜も寝られないこともあります。

いま治療している犬は、生後４ヶ月のチワワで体重は１

ｋｇ程度です。元気がなく、下痢が続いていました。

飼い主は共働きなので、十分な面倒をみれず、また小

さいお子さんが二人いるので、いじくりまわされているよう

でした。ペットショップは過食を注意していたようですが不

適切です。小動物は、糖やグリコーゲンの貯蔵能力が低いからです。

苦労して採血したところ、やはり低血糖でしたのでブドウ糖を注入しました。一度

元気になりましたが、またぐったりとしたので、点滴をしながらカリウムの微妙な補充

も行い、深夜も面倒をみました。夜中３時に、食糞症であることも発見しました。

動物保険に入っていましたので、治療費が１００％カバーされることから思い切っ

た治療ができました。ただ、夜も面倒をみたからといって、あまり上乗せ請求はでき

ません。ロータリアンですから。

旅行の予定がありましたが、やれやれ、なんとか行くことができそうです。

ナイ・ウィン君

例会風景

ロータリーの友 １０月号

ロータリーの友（縦組P8）


