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　今日は伊豆のサイクルスポーツセンターでオリンピックの自転車
競技の開催が決まったといううれしいニュースがありました。まこ
とにおめでたいことです。また今日は上半期のクラブ協議会で
す。各委員会の委員長の皆様よろしくお願いいたします。
　さて今週の月曜日に、大石裕之さんの新入会員のための研修
会がありましたので出席いたしました。その時の懇談の中で職業
奉仕のことが話題になりましたので、今日は職業奉仕の理念の原
点について少し触れてみたいと思います。
　以下は２６８０地区パストガバナーで源流の会を主催している
田中毅さんが書かれた資料を主に参考にさせていただきました。
アーサー・Ｆ・シェルドンは「Ｈｅ　ｐｒｏｆｉｔｓ　ｍｏｓｔ　ｗｈｏ　ｓｅｒｖｅｓ
　ｂｅｓｔ．　もっともよく奉仕するもの最も多く報いられる」という標
語を唱えたことで有名ですが、この標語はもともとシェルドンが経
営していた経営学のビジネススクールのモットーだったそうです。
ですからシェルドンの説くサービスの意味は、日本語に訳された奉
仕という意味とは少しニュアンスが違います。
　シェルドンは１９０８年ロータリー創設の３年後にシカゴロータ
リークラブに入会しました。サービスとは、ただで商品を渡すことで
はなく、適正な価格で品物や技術を顧客に提供することや、従業
員の接客態度や、十分な品ぞろい、公正な広告、アフターフォ
ローなどを総称してサービスという言葉を使い、またシカゴの街の
中で継続的に利益をあげながら業績を伸ばしていく事業所が共
通して持っている営業態度もサービスと定義しました。これらのこ
とをまとめた言葉が、「Ｈｅ ｐｒｏｆｉｔｓ ｍｏｓｔ ｗｈｏ ｓｅｒｖｅｓ ｂｅｓｔ．」と
なったそうです。自分の事業と関連を持つたくさんの人のおかげ
で、自分の事業が成り立っていることを考え、自分が得たｐｒｏｆｉｔｓ

幹事報告 幹事　前田房江君

①本日はクラブ協議会です。各委員長様はよろしくお願いし
　ます。
②４クラブ合同新年会はバスが出ますのでお知らせします。
　会場　ブケ東海三島　４階です
　三島駅南口　　　17：30分出発
　田町駅　　　　　17：45分出発です。
　バス利用の方は事務局にお知らせください。
③見晴学園より見晴フェスタの広報が来ておりますのでご覧
　ください。

（儲け）は自分が独り占めをするのではなく、こういった自分の事
業を支えてくれている人 と々適正に配分していくという態度で事
業を営んでいけば、必ず自分の事業は継続して発展するという
考え方です。非常に実務的な考え方に基づいています。この
シェルドンが唱えた職業奉仕の理念がロータリーの奉仕の原点
といっていいかと思います。自分自身の事業の発展も大事という
点で、無条件で奉仕事業を行う人道的奉仕事業とは一線を画
しますが、現在ではＲＩ主導による人道的奉仕事業が力を増し、
シェルドンの唱えた理念のロータリーの中での立ち位置が変わっ
てきています。また機会があればその辺のことにも触れてみたい
と思います。今日はシェルドンの唱えた職業奉仕、奉仕の理念の
原点についてお話させていただきました。



 

ＳＡＡ 　平出利之君

1.例会の効率的運営を行っています。
2.テーブル配置換えを行っています。来年1月は変更する月に
なっております。
3.時間厳守に努めています。
後半も引き続き、努力してまいります。

クラブ管理運営委員会 委員長　矢野敏夫君

　今年度上半期のプログラムは、10月に米山記念館での例
会場変更の日程が1日から22日に変更になった以外は、ほぼ
予定通りにプログラムが進行できました。下半期のプログラム
は今のところ1月28日を夜間例会に変更して、苗栗の中学生
の歓迎例会をプラザホテルで行う予定です。その他について
は予定通りになると思います。卓話者についても特別の変更
も無く計画通りに行われています。役員卓話以外の一般卓
話は新会員の自己紹介やその他人生観を中心とした卓話
が多かったように思います。卓話予定者には事前に「卓話の
御連絡」という連絡文を配り、卓話日についての確認を行っ
ています。
　今月までの出席率は例年とほぼ同じで、80％～90％前後
程度で毎回推移しています。なお、食事の無駄をなくすという
余り食は、改善傾向にあるものの、完全になくすのはできませ
んでした。
　これから下半期にかけてプログラムのスムーズな進行、特
に卓話者の変更ある場合の適切な対応、出席率の向上、余
り食の減少等に努めてまいりますので、なにとぞ皆様方のご
協力をお願いいたします。

クラブ協議会 会員増強維持委員会 委員長　花房孝光君

今のところ何も活動できておらず増員できていません。又、会
員増強用HPは、当社HP全面改修の一部として依頼してお
ります。当社HP出来上がり次第となりますので来春を予定し
ております。
　皆様方のご協力により、下半期には予定数を達成したいと
考えております。よろしくお願いいたします。

親睦活動委員会 委員長　宇田川茂君

　上半期を振り返ると大きなイベントは２つありました。一つは
8月28日の熱海花火大会です。総勢46名の参加をいただきあ
りがとうございました。心配したお天気も回復し、特に最初と
最後は圧巻でした。打ち上げられた花火を見上げるとそこに
はお月さんが・・・・・。少しロマンチックに語ってみました。ちょっと
歩きすぎたかなと思っております。
　もう一つは、夜間親睦例会をレストランじゅんにて開催いた
しました。もう一工夫欲しかったなと反省しています。
　まだまだ大きなイベントが残っています。楽しく、賑やかにと
計画しております。今期、親睦委員会は「明るく、元気に皆様
をお迎えする」をテーマにしております。皆様のたくさんの参
加を心よりお待ちしております。

クラブ広報委員会 委員長　遠藤眞道君

　10月18日例会場変更の見晴フェスティバルは恒例によりた
くさんの感動を得ることができ、大変良かったと思います。ロ
ータリーの活動を理解してもらういい機会だと思いますので、
これからも毎年毎年行ってもらいたいと思います。
　皆様のご協力により前期は順調に週報を発行することが
出来ました。感謝申し上げます。ロータリーの友に対する投
稿文は今のところ私のところに届いておりません。後期を期
待しております。週報についてお願いがあります。スペースが
あるときに川柳や短歌等を載せたいと思いますので、ロータリ
ー広報委員会に提出してください。御願い致します。

ロータリー情報委員会 委員長　勝間田信輔君

　去る12月7日にスルガ銀行　坂本支店長の後任　大石裕
之(ゆうじ)さんに対する研修会を、会長、推薦人を交え情報
委員会主催で行ないました。ロータリーの基本的な考え方や
特典・義務に付いて説明し、関連する資料として冊子を渡し
ました。又、所属委員会は親睦委員会に所属し、一日も早くロ
ータリーに慣れて充実したクラブライフを過ごしてもらいたい
と思います。
　1月は、ロータリー理解月間となっており、ロータリーに関す
る情報を卓話致します。
　新入会員に渡す、ロータリー入門に関する書籍が在庫切
れになっている為、相応しい資料を選定し発注する予定で
す。



 

職業奉仕委員会 委員長　椙山　豊君

第1回職業奉仕委員会　7月2日　例会終了後
今年度の職業奉仕委員は、委員長椙山、副委員長川名さ
ん、小野さん、柴崎さん、木村さんの5名にて行うことの実行
委員会を開催しました。
第２回職業奉仕委員会　7月９日　夜間例会
クラブ協議会にて委員会計画発表
〈基本方針〉ロータリー活動の基本理念で、職業上の高い倫
理水準を実践し、奉仕の活動を、また、職業的知識の向上と
実施を行い地域社会に職業奉仕を行う機会を推進する。
〈活動計画〉親睦や交流をはかり、職業や奉仕に対する理解
を求める。今期の職業奉仕月間は来年1月に決まりました。
第３回職業奉仕委員会　１２月３日　
2016年職業奉仕月間決定より、1月21日（木）職業奉仕プロジ
ェクトとして、㈱スギショーテクニカルフーズの食品製造工場
の見学視察を行う予定。昼食はお弁当の配布でお持ち帰り
願います。
地区職業奉仕セミナー　2016年1月16日
甲府市にてRI第2620地区2015～2016年度地区職業奉仕
セミナーが開催されます。鈴木会長とともに参加予定。
職業奉仕フォーラム　1月21日
職業奉仕プロジェクトとして、㈱スギショーテクニカルフーズの
食品製造工場の見学視察を行う予定。

国際奉仕委員会 委員長　諏訪部照久君

平成27年11月26(木)13時30分国際奉仕委員会実施。以下
の事業を検討した。
◎平成28年1月28日(木)　
　苗栗扶輪社交換研修中学生8名・引率者3名来日。
　ホームステイ・遠藤（正）家・柴崎家・三田家・小島家。（各2名）
　引率者3名・ドーミーイン三島宿泊
○1月28日（木）羽田空港へ迎え、歓迎夜間例会
　みしまプラザホテル。
○1月29日（金）清水町長表敬訪問、清水南中学体験入学。
○1月30日（土）富士・箱根方面の観光。
○1月31日（日）ホームステイ家族と自由行動。
○2月1日（月）三島市長表敬訪問、中郷西中学校体験入学。
　さよならパーティ（有志）　松韻。
○2月2日（火）三島消防署研修、羽田航空へ見送り。
◎平成28年3月19日（土）苗栗扶輪社創立45周年記念式典
出席。三島西RC会員と有志、約30人で出席予定。

社会奉仕委員会 委員長　石井良衛君

　今年度は8月の献血運動が中止となりましたが、10月18日
に開催された見晴学園フェスティバルにおいては、前日の準
備から会員、そして奥様方の多大なご協力をいただき、滞り
なく最高のおもてなしが出来たと思います。
また、前会員の瀬川様からは、食材の仕入れなど、多くのア
ドバイスをいただきました。瀬川様の温かいお気持ちに、改
めて感謝いたします。
　来年の2月7日には、三島市障害福祉課との社会事業とし
て、ブラインドサッカー協会によるスポ育授業を、北上中学校
で予定しています。子供達に人をいたわる心を身につけて
いただく内容となっています。是非会員皆様の協力が必要
です。
　社会奉仕委員会は、今後も奉仕活動を通じて、三島西ロ
ータリークラブを強くアピールしていければと思います。今後
もよろしくお願い致します。

 

ロータリー財団米山委員会 委員長　石井　彰君

１．ロータリー財団の地区補助金を得るために1月18日にロー
タリー財団の勉強会に出席しました。（補助金を得ました）
２．米山記念館の秋季例祭に9月12日に参加しました。
３．10月22日に米山奨学生の朴君の卓話を米山記念館にて
実施しました。
４．11月のロータリー財団月間にて卓話をしました。
５．来年1月に後期の会費納入がありますが、ロータリー財団
及び米山奨学会への寄付をお願いします。



温故知新

（週報担当：遠藤眞道）

米山君、千葉君
長田君
花房君、鈴木（郁）君

おめでとう
会員誕生日
奥様誕生日
結婚記念日

協議事項（12月3日開催）
①次年度理事・役員の承認
　指名委員会の推薦を受け理事会で承認、総会へ提案
②４クラブ合同新年会について
　１月８日（金）１８時３０分よりブケ東海三島　
　会費10,000円　負担金を5000円とする。　　　
③親睦委員会　忘年家族例会について
④職業奉仕委員会　１月の職業奉仕月間について
⑤社会奉仕委員会より　ブラインドサッカーについて

12月の予定
1.12月 3日（木）　ブケ東海三島　年次総会
　　　　　　　卓話　鈴木　正二君
2.12月10日（木）　夜間例会　
　　　　　　　 クラブ協議会　上半期委員会報告
3.12月17日（木）　卓話　原　久一君
4.12月25日（金）　例会場例会時間変更（親睦委員会）
　　　　　　　 忘年家族例会　プラザホテル

理事会

◆千葉君、寒くなりました。申し訳ありません。早退します。

～ロータリーの原点は親睦・友人も作れるところ～

年次総会
2016～2017年度　三島西ロータリークラブ理事役員候補者承認
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12月3日開催）
会長理事　　栗原　達治　（前年度に決定済み）
副会長理事　西本　和夫　　
幹事理事　　藤江　康儀
会計理事　　千葉　慎二　　
理　事　　　鈴木　郁夫　　森崎　祐治
　　　　　　川名　正洋　　佐々木雅浩
　　　　　　橋本　裕子　　伊丹　秀之
　　　　　　三田　明宏
ＳＡＡ　　　　矢岸　克行

表　彰

ベネファクター

鈴木郁夫君

ポール・ハリス・フェロー

鈴木正二君
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