
東京浅草中央ロータリークラブ週報

週報東京浅草中央ロータリークラブ

2013 年 11月 27 日

第1339回例会
会長　藤 掛 靖 元
幹事　伊 石 佳 高

本日の卓話

今後の卓話予定

「米山・財団積立金について」

	 	 	 ロータリー財団委員会・米山奨学委員会

12/ ４	 「温故知新〜創業 300 年の企業経営について」
	 	 	 ㈱黒江屋	社長　柏原孫左衛門	様・東京ロータリークラブ
12/11	 「100 年企業の法則」
	 	 	 トウマコンサルタンツグループ　理事長　藤間秋男	様
12/18	 夜間例会　クリスマス家族会	
12/25	 休　会（年末）	
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　2013ー 2014年度テーマ
R . I . テ ー マ	 「ロータリーを実践し　みんなに豊かな人生を」
	 	 R . I . 会 長	 ロン	D・バートン
	 	 地区ガバナー	 吉 　田　建　二
クラブテーマ	 「参加し行動しよう」	
	 	 クラブ会長	 藤 　掛　靖　元

会長報告＜藤掛会長＞
・内田力さん、入会おめでとうございます。

ただ今、ロータリーの目的をお読みいたし
ました。常に他が為に奉仕するという理念
を自己の職業に生かして行く、奉仕の理念
の実践、と言う事ですが、諸先輩から叱ら
れるかもしれませんが、まずは楽しくやり
ましょう！が基本です。内田さんのご活躍
を期待しております。先々週の宮崎さんに
続きお二人目の入会です。浜中さん、後上
さん、渡辺さん、本当に良い友達のネット
ワークをお持ちですね。感謝です。また後ようこそ‼　内田さん

前回（11/11　1337 回例会・11/20　1338 回例会）の記録

	総会員数	 休　会	 出席免除	 出　席	 欠　席	 出席率	 修　正　出　席　率
出　席　報　告

11/20　来　訪　者　紹　介

東日本大震災で被災された皆様に一日も早い平和と復興がおとずれますように
お祈り申しあげます。このような時こそ、我々ロータリアンは『五大奉仕』を実行・
実践しましょう。明日の日本と世界はみんなの手の中に！

	 46 名	 3 名	 ３名	 29 名	 11 名	 72.50％	 1335 回例会修正　欠席 4名・出席率 87.50％
	 47 名	 3 名	 ３名	 32 名	 9 名	 78.05％	 1336 回例会修正　欠席 3名・出席率 92.68％

◆ゲスト １名 　入会予定者　本間俊弘	様
◆ビジター ５名 東京足立R.C.　清水正雄	様
	 東京浅草R.C.　戸谷治正	様、東京江北R.C.　高杉浩明	様
	 地区大会実行副委員長　東京新宿R.C.　柴田勝美	様、地区大会委員　東京新宿R.C.　鈴木洋次	様

　12月結婚記念日	 　　３日（45周年）	中村ご夫妻 ・ 10日（24周年）伊石ご夫妻
　	 　　10日（35周年）	折原ご夫妻



幹事報告＜伊石幹事＞
・先日はＩＭへのご参加お疲れ様でした。浅草
RCよりお礼が届いております。クラブ事務所
にてご確認下さい。

・来年１月８日の新年初例会は浅草神社にて正
式参拝を行います。来週11月27日例会時より
出欠を取らせて頂きますので、宜しくお願い致
します。又、詳細は来週お知らせ致します。

・本日、皆様のポケットに新入会員候補者のプ
ロフィールを入れましたので御審議の程お願
い致します。

・例会変更のお知らせが来ております。詳しくは
クラブ事務所にてご確認下さい。

・葛飾東ＲＣよりホームページアドレスの変更が
来ております。クラブ事務所にてご確認下さ
い。

委員会報告
＜国際奉仕委員会　小林博委員長＞
・国際ロータリーでは、先般の台風30号によ
り壊滅的な被害を受けたフィリピンへの義
援金をお願いすることになりました。１人
千円以上のご支援をお願い申し上げます。

＜ロータリー財団委員会　山尾副委員長＞
・11月15日に開催された地区ロータリー財団

セミナーに藤掛会長と出席して参りました。
詳細は来週の卓話で報告いたします。

＜親睦活動委員会　浜中委員長＞
・クリスマス例会の出欠の返信を至急お願い
します。

程幹事より報告がありますが、候補の方の
プロフィールが入っております。

　よく気が廻ってくるという言葉があります
ね。仕事でも、生活に於いても、その時は
物事がぐっと進むんですね。今、わがクラ
ブに増強の機運が来ているのでしょうか。
私は増強という言葉に冷たさを感じます。
この方ともっと深いご縁を結びたい。そし
てこの方に更に多くの方々とのご縁を結ん
であげたい。その心が大切だと思うんです。
その結果が増強ではないでしょうか。

　さて、先週のＩＭ、テーブルマスターの方、
書記の方、ご苦労様でした。私は来賓席にて
テーブルマスターを、伊石幹事は書記を致し
ましたが、メンバーとして中村昌平、上野操、
両パストガバナー、鈴木喬ガバナーノミニー、
が居られました。若輩の私がこのような役を
仰せつかる、これが当にロータリーですね。
大変良い経験をさせていただきました。本日、
炉辺の発表です。ポールハリスの創立の心に
還ってという事です。発表者の皆様、よろし
くお願い致します。

ニコニコボックス
＜東京新宿R.C.　柴田勝美様＞
・地区大会（平成26年２月19日　於：新宿京
王プラザホテル）のご参加をお待ちしてお
ります。よろしくお願い致します。

＜東京浅草R.C.　戸谷治正様＞
・ＩＭでは大変お世話になりました。
＜大塚、柘、天笠、山尾＞
・藤掛会長、伊石幹事、ＩＭでの大役ご苦労
様でした。

＜藤掛、伊石＞
・炉辺発表、発表者の方々よろしくお願い致
します。

・海内さん、会社設立50周年おめでとうござ
います。

・内田力さん、入会おめでとうございます。
鈴木様　　　　　　　　　　　柴田様



卓　話

第１回炉辺会合報告

　去る 10 月 30 日から 11 月 6 日に渡り、A~Eの 5 グループに別れ、活発な炉辺会議
が行なわれた。テーマはクラブ発刊の「ロータリーの源流」から（その１）を学び、
語り合おうと言う事で、以下にその要約を記す。
•ポール・ハリスは、ロータリークラブ発足時、120万人の会員を抱える団体になる
ことを予期できたであろうか。当時純粋に心の友を求めたポールの気持ちがロー
タリーの源流といえるのではないだろうか。ステータスで入会するような現在
で外からロータリーを眺めるのと入会した後の感想が全然違う。この真実を我々
は伝えていかなければならない。親睦の良さは、同業では難しいが、ロータリー
はそのしがらみを超えたところにある。これを感じるとき、ポールに非常に感謝
の念を覚える。「例会においては童心になることができる」といったポールの言
葉は印象的だ。これを自分に置き換えて考えることがとても勉強になる。ロータ
リーは単なる親睦の集まりではない。
•１業種１社から成るロータリークラブの会員構成の中で、ある意味、社会デ
ビューをし実学を学ぶ事ができている。また正直に自分の気持ちを語れる自分に
なれ、親睦を深められている。
•奉仕の概念が西洋と日本では違う。西洋では、サービスは基本的には神に対する
もの。日本において、商売に置き換えて考えれば、取引先のためにいいことをす
ることがサービスともいえる。また、日本人は、サービスは無償のものと考えが
ちであるが、サービスには有償のものも多いということを再認識すべきである。
サービスは固定化できない多様な意味を持つ概念である。
•１つの同じ大会で、第１モットー（超我の奉仕）と第２モットー（最もよく奉仕
する者、最も多く報われる）が採択されたが、その整合性はとれるのか？矛盾し
ているのでないかと感じる。

大いにロータリーを楽しみましょう。よろ
しくお願い致します。

＜後上、宮崎、渡辺＞
・内田さん入会おめでとうございます。
＜原田、松本、井田、永井、山尾＞
・本日の卓話「炉辺会合報告」各発表者よろ
しくお願いいたします。

＜立野、尾泉＞
・結婚記念日に花束を戴きまして誠に有難う
ございました。

＜古谷＞
・福島県の浪江中学校への支援を続けており
ますが、今度浪江町より善行表彰状と記念
品を贈呈されました。

＜上野＞
・本間さん、ようこそ‼　見学だけでなく是

非ご入会をお願いいたします。
＜太田、関原、岩戸、天笠、永井、中村＞
・フィリピンを襲った過去最大の台風30号、
甚大な被害を及ぼし、尊い人命を奪った台
風。地球の温暖化により、台風の勢力が
益々巨大化していくとのこと、フィリピン
の皆様ガンバッテ下さい。

＜山尾＞
・井田さん、先日、三人会をやったとの由、
仲間外れはいけません。ロータリー精神に
反します。今後はお誘いください。

＜藤田＞
・島倉千代子さん、59年に及び国民の心を
癒し元気をくれた歌、ありがとうござい
ました。



•４人から始まったロータリーがこれだけ大きな組織に発展し、メンバーの価値観
も多種多様なので、組織を守るために、一つの妥協として２つのモットーを同時
に採択したという理解もできるのではないか。
•超我の奉仕でいう「超我」とは素晴らしい訳だと思う。自分の生活基盤を確立し
た人がはじめて奉仕ができる。無我の奉仕だと献身ということになるが、それで
は限界があるし、長続きしないと思う。
•奉仕を考えるにあたり、「４つのテスト」は非常に重要だと思う。本来は当たり
前のことであるが、それが各企業でできていない。いま社会で問題になっている
「食品の虚偽表示」の問題にしても、経営者が「４つのテスト」を守っていたら
起こらなかった事件だと思う。
•異業種の経営者が、互いの経営論、互いの世界観、互いの人生論を忌憚無く語り
合えた最高の1日であった。

＜今週担当　渡辺丈樹＞

原田情報委員長

B グループ　岩田会員

D グループ　立野会員

A グループ　渡辺会員

C グループ　髙木会員

E グループ　小池会員

各炉辺グループ代表者


