
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ［例会日］第 1・2金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホテルモリノ新百合丘 7F TEL：044-966-1300 

     ［例会日］第 3・4金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 

  

【【【【点点点点    鐘鐘鐘鐘】】】】                                                                山崎会長山崎会長山崎会長山崎会長    

【【【【例会場例会場例会場例会場】】】】                                                        ホテルモリノホテルモリノホテルモリノホテルモリノ    

【【【【ソングソングソングソング】】】】             尾作弘尾作弘尾作弘尾作弘 SAASAASAASAA 委員委員委員委員    

 国家君が代・奉仕の理想 

 

【【【【ゲスト・ビジターゲスト・ビジターゲスト・ビジターゲスト・ビジター】】】】           山崎山崎山崎山崎会長会長会長会長    

○水野雅生様（東京銀座新 RC） 

 

【【【【会員誕生日会員誕生日会員誕生日会員誕生日】】】】                                                安藤優委員長安藤優委員長安藤優委員長安藤優委員長    

・山崎会員・梅澤会員・佐藤会員 

 

 

今月の誕生日 山崎会長・梅澤会員 

 

 

【【【【奥様誕生日奥様誕生日奥様誕生日奥様誕生日】】】】                                                安藤優委員長安藤優委員長安藤優委員長安藤優委員長    

 ・尾作 芳子様（尾作弘会員夫人） 

 

 

 

第 935 回例会 10 月 14 日(金) クラブフォーラム 20 周年に向けて    14141414 時時時時までまでまでまで 場所：ホテルモリノ 

第 936 回例会 10 月 21 日(金) 職場訪問 商船三井柿生グランド 場所：焼肉「松葉」 

【【【【理事理事理事理事・・・・役員会報告役員会報告役員会報告役員会報告】】】】                                                    山崎山崎山崎山崎会長会長会長会長    

1. 2012-13 年度指名委員会について 

 ● 日時は、追ってご連絡いたします。 

2. 職場訪問の件について 

 ● 12時30分 焼肉「松葉」にて例会後、 

商船三井柿生グランドへ職場訪問 

3. クリスマス家族会について 

 ● 12 月 22 日（木）新宿「エル・フラメンコ」にて 

4. 20 周年記念例会について 

 ● 次週のクラブフォーラムにて行う 

5. その他 

 ● 事務所の書類処理の件について➔徐々に進めて行く 

 

【【【【会長報告会長報告会長報告会長報告】】】】                                                                    山崎会長山崎会長山崎会長山崎会長    

1. クラブクラブ奉仕委員長会議 開催のご案内が届いて

います。 

11 月 15 日(火)15 時～17時 メモワールプラザソシア 21 
2. 2011-12 年度地区大会 米山功労者メジャードナーの

登壇代表者の依頼が届いています。 

 鈴木 憲治会員 

 

3. 全国肢体不自由特別支援学校 PTA 連合会より、広告協

賛のお礼状が届いています。 

4. 芸術の街研究会より、≪文化の風・コンサート≫ご協

力のお礼が届いています。 

5. 2009～2011 年度米山奨学生の洪蓮さんがご逝去され

ました。ご冥福をお祈りいたします。 

 

 

【【【【幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告】】】】                                                        鈴木豊成幹事鈴木豊成幹事鈴木豊成幹事鈴木豊成幹事    

1.1.1.1. 会報会報会報会報のののの受領受領受領受領    

  ・川崎RC       第2965回〜第2970回 

 

 

 

第 934 回 例会記録 平成 23 年 10 月 7日（金） S.A.A 委員長 梶 俊夫 



 

 

10101010 月月月月 14141414 日日日日（（（（金金金金））））のクラブフォーラのクラブフォーラのクラブフォーラのクラブフォーラ

ムはムはムはムは「「「「20202020 周年周年周年周年にににに向向向向けてけてけてけて」」」」をををを行行行行いますいますいますいます。。。。

必必必必ずずずず全員出席全員出席全員出席全員出席をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

≪≪≪≪途中退席途中退席途中退席途中退席ははははごごごご遠慮遠慮遠慮遠慮下下下下さいさいさいさい。。。。≫≫≫≫    

なおなおなおなお、、、、14141414 時時時時までまでまでまで行行行行いますいますいますいます。。。。    

 

 

 

 

【【【【出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会】】】】                                                                森森森森委員委員委員委員    

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 934 回 21 16 5 - 76.19％ 

第 933 回 21 20 1 1 100％ 

第 932 回 21 15 6 3 85.71％ 

 

【【【【ニコニコニコニコニコニコニコニコ委員会委員会委員会委員会】】】】                                                    志村志村志村志村委員委員委員委員長長長長    

  第 934回（件数）   合 計 

ニコニコ     16 件       ￥16,000 

●当クラブ 

◇山崎会長【お誕生日のお花ありがとうございました】 

◇大野会員【明日から家族旅行に行きます】 

◇尾作弘会員【昨日44回目の結婚記念日を迎えました】 

◇長瀬会員【血液検査すべて OK。ぎっくり腰でした】 

◇鈴木豊幹事◇安藤則雄会員◇安藤優会員◇梅澤会員

◇親松会員◇尾作均会員◇鈴木眞一会員◇花輪会員  

◇平澤会員◇蓬田会員◇森会員 

 
  以上、ご協力ありがとうございます。 
 

【【【【ロータリーロータリーロータリーロータリー財団財団財団財団】】】】                                                    梅澤委員長梅澤委員長梅澤委員長梅澤委員長    

  第 934 回（件数）   合 計 

R ・ 財 団     2 件       ￥15,600 

  ◇安藤優会員◇梅澤会員 
 

【【【【米山記念奨学米山記念奨学米山記念奨学米山記念奨学】】】】                                                            梅澤梅澤梅澤梅澤委員委員委員委員    

  第 934回（件数）   合 計 

米山奨学     3 件       ￥30,000 

  ◇鈴木眞一会員【今月は、米山月間です】 

◇梅澤会員【朝晩涼しくなりましたね】 

◇親松会員 

 

    

【【【【親睦親睦親睦親睦委員会委員会委員会委員会】】】】                                                    安藤優安藤優安藤優安藤優委員長委員長委員長委員長    

★9月30日（金）開催の美登利寿司での移動例会について、 

収支報告を行います 

（（（（収収収収    入入入入）））） 

 ●会費    6,000 円×20 名   120，000 円 

 ●例会費                 42,000 円 

 ●米山補助金より（ミアン分）      5,000 円 

 ●麻生 BOX より             3,000 円  

     合合合合    計計計計               170,000 円円円円 

（（（（支支支支    出出出出）））） 

 ●美登利寿司       22 名   170,000 円  

        合合合合    計計計計                                            170,000 円円円円     

 

 ★クリスマス家族会について 

12 月 22 日（木）新宿伊勢丹会館「エル・フラメンコ」

にて行います。詳細は、後日発表します。 

 

  

【【【【雑誌雑誌雑誌雑誌・・・・広報広報広報広報委員会委員会委員会委員会】】】】                                        花輪花輪花輪花輪委員長委員長委員長委員長    

ロータリーの友より 

海洋国日本よ元気出せ！ 日本船舶（株）会長宮原耕治 

 

 

【【【【職業奉仕職業奉仕職業奉仕職業奉仕委員会委員会委員会委員会】】】】                                                大野大野大野大野委員長委員長委員長委員長    

 

別紙のとおり 

 

職業奉仕委員長 大野会員 

 

【【【【四四四四つのテスつのテスつのテスつのテストトトト】】】】                                                                    大野大野大野大野会員会員会員会員    

【【【【点鐘点鐘点鐘点鐘】】】】                                                                                    山崎会長山崎会長山崎会長山崎会長    

【【【【会報委員会会報委員会会報委員会会報委員会】】】】                                                                        文責文責文責文責    森森森森    

    

 

 



 

 

第第第第２５９０２５９０２５９０２５９０地区地区地区地区    クラブクラブクラブクラブ職業奉仕委員長会議報告職業奉仕委員長会議報告職業奉仕委員長会議報告職業奉仕委員長会議報告                          担当担当担当担当    大野大野大野大野    勉勉勉勉 

 

去る 9 月 20 日（火）メモワールプラザソシア 21 4Ｆ「ウィング」に於いて 

地区副幹事の司会、開会の辞で始まり出席者（地区関係）の紹介・上澤 ガバナーの挨拶。本題の職業奉

仕の理念を地区職業奉仕委員長の箕田氏が話しました。 

＊ 職業奉仕の理念は、He profits most who serves best 最もよく奉仕する者、最も多く報いられ

るというモットーで表されています。 

このモットーはビジネススクールの経営者であり、経営コンサルタントでもあったアーサー・フレデリック・シェ

ルドン（1868～1935）の理想とする経営理念であり顧客に満足を与える経営であり、またリピーターや新規

顧客の獲得が目的でもあり、その前提となるのは高い職業倫理（高品質・安全性・適正価格・接客態度・品

揃え・公正な広告・高い商品知識・アフターサービスと、その結果得られた利益の適正配分）でありました。

即ち自分の儲けを優先するのではなく自分の職業を通じて社会に貢献するという意図をもって事業を営め

ば、結果として継続的な事業の発展が得られるという考え方です。 

ロータリーは職業奉仕を二つの範疇に分けています。 

一つは profession・専門職業人です。僧侶、医師、弁護士、会計士等がこれに当たります。 

他の一つは business・実業人です。（この続きは地区協議会職業奉仕部門Ｐ43） 

 

＊職業奉仕の実例として コカ・コーラセントラルジャパンの河合 幸夫氏が興味深い話をして戴きました世

界の創業から 200 年企業が世界で約 7,000 社ありますが日本は 3,886 社ダントツであります。日本の長寿

企業では金剛組（寺社建設）で創業が 578 年（敏達天皇 6 年）続いて西山温泉慶雲館 705 年（慶雲２年）

まだ沢山ありますが神奈川県では小田原の「株式会社ういろう」で創業は室町時代（西暦 1368 年）642 年

続いています。 

日本の 500 年越えの企業は 39 社・100 年を超えている企業は 21,000 社 

たまたま 200 年間、ビジネスを続けることができたのか？ 

今も生き続ける企業・商売には、時代を超えた「理念」：「リーダーの志（思い）・心構え」近江商人の精神・

志⇒三方良し ◆「売り手良し」◆「買い手良し」◆「世の中良し」 

コカコーラビジネス創業は、1,886 年アメリカ・ジョージア州アトランタ今年で 125 年 1 日で、約 17 億杯（一杯

237ml として）日本では 25 ブランド、850 種類、12 のボトラー他 

 

世界の貢献活動では中国で 18 年間で 100 校目の学校建設・アフリカの井戸プロジェクト・アフリカの飢餓

募金「We Are The World」キャンペーン 

「東日本震災」への対応はコカ・コーラ復興支援基金を設立し総額 25 億円 

ほかに環境問題にも沢山の事を計画しているそうです。 

 

 

 

 

 



 

 

＊教員民間企業派遣研修について 横浜市教育委員会課長 平本 正則氏と主事の北村 高則氏が 

副校長昇任候補者企業派遣研修を夏休みに 3～5 日 

派遣先 企業 34 社 研修者 56 名が第 2590 地区横浜・川崎へ 

 

明日の横浜の教育を担う副校長昇任候補者が「人材育成」「顧客満足」「危機管理」などについて直接体

験し視野の拡大を図りました。KKR ポートヒル横浜・東京ガス・横浜相原病院・株式会社シマメネコーポレ

ーション・神奈川トヨタ 

 

＊川崎市教員民間企業派遣研修の現状  地区職業奉仕委員 鈴木 幹久氏が 

2006-07 年度 斉藤ガバナーの時に亀ヶ谷ガバナーエレクトと川崎市教育長との面談で川崎市も実行する

事となりました。その後各年度に教頭を民間企業へ派遣研修に参加させ企業報告会を実施。今年度は 7

社 7 名の新任総括教諭が研修に参加、はるひ野小学校・中学校、平間小・南菅中・南加瀬中・南河原中・

川崎小が研修先：ホテル KSP・ジェクト株・ダイヤ工芸株・川崎日航ホテル・株松慶・宮崎二葉幼稚園・特別

養護老人ホームしゃんぐりら等。 

 

＊青少年自立支援事業について   横浜市こども青年局 課長日比野 政芳 

インターシップ受け入れのお願いとプログラムについて 

1.目的 

「よこはま型若者自立塾」と「若者サポートステーション」にて支援を受けた若者が実社会に

おいて仕事を体験することにより以下を実現することを目的とします。 

⑴  若者が働くこととその意味を考える。 

⑵  若者のキャリア形成と社会・経済的自立にむけた心構えが習得できる。 

⑶  若者が自分の適性を知り、進路選択の指標とする。 

⑷  受入部門へ貢献をしていることを実感するとともに、働くことの楽しさを実験する。 

2.インターシッププログラムの流れについては省略 

 

以上 5 つのプログラムついて勉強してきた事をまだまだ沢山ありますが報告いたします。 

    

    

    

    

    

    


