卓話

入会式
松戸東RC 安蒜俊雄 様

職業奉仕は 職業倫理の高揚
であるとし、それは 社会に価値
のある企業活動の基本 であるとしておりま
す。したがって、 社会に価値ある企業活
動 を維持・発展していくためには、経営者
が自己を高め（職業倫理の高揚、自己啓
発）、より良い意思決定・率先垂範をしなけ
ればなりません。そうでなければ周りの誰が
動くでしょうか？
そして、社会に価値ある企業活動をしてい
く、すなわち ①お客様に喜ばれて ②社員
がいきいきと仕事をして ③利益を出し
④社会貢献する

どうぞ よろしく
お願いいたします︒

①お客様に喜ばれて
仕事（業界）に誇り・使命感をもってい
ますか？商品やサービスに工夫は？接遇
地域貢献になる。
②社員がいきいきと仕事をして
企業理念の共有、人間性の向上のために
社風づくり、研修、待遇改善してます
か？
③利益を出し
適正利益、存続発展のための再投資可能
な利益留保、株主・利害関係者との公平
性を考慮してますか？
④社会貢献する
税金を払うこと。社会の抱える問題解決
のために金品等提供もしくは商品・サー
ビスの開発をしてますか？それが新たに
お客様（社会）に喜ばれることになりま
す。
また、同業者、異業者、世間一般へ経営
姿勢を示すことにより、諸企業の活性化
へ貢献・明るい社会づくりへの一助にな
ります。

10月4日(火)
織田 証 会員（税理士）
吉野正一 会員（食品業）

お二人の方が入会されました。

吉野正一会員
織田 証会員

この４項目を同時に実現するための実践行動

RT

ニコニコＢＯＸ
鈴木悦朗会長
雨天で心配された「小金ぶらり市」も好天の
もと開催できました。多くの方々から喜ばれ
幸せな気持ちになりました。 また本日は安
蒜俊雄様に「職業奉仕の実践について」わか
りやすいお話をありがとうございました。
重要な事柄

松戸北ロータリークラブ「定款」「細則」は
髙橋 清委員長をはじ め検討委員会の 皆
様が8月より討議を続けておりました。10月
4日の理事会によって審議されて10月18日
(火)例会日に会員24名の 出席による全員
一致で採択されました。
(10日前までには各会員に郵送済 )

別紙に安蒜俊雄様の卓話「あなたは

.
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2011 ー 2012年度

国際ロータリー第2790地区第12分区

松戸北ロータリークラブ

2011-2012 国際ロータリー・テーマ

四つのテスト
言行はこれに照らしてから
１・真実かどうか
２・みんなに公平か
３・好意と友情を深めるか
４・みんなのためになるかどうか

職業奉仕してますか？よくわかる職業
奉仕の実践〜」が4ページございます。
皆様にもう一度お読みいただきた
いと思います。

第18 89回.1890 回 例会 (14.15週)
ロータリーの実践倫理
「最もよく奉仕するものは、最もよく報われる」 He profits most who serves best.
《会報・IT・雑誌
・広報委員会》

委員長：伊師 嗣迪

副委員長：大川 隆永

委

委

員：平田 洋一

員：髙﨑 卓哉

社会奉仕基金
3,595円

■ 国 際ロ ー タ リ ー 会長 カルヤン ・バネル ジー
■第2790地区ガバナー
山田修平
■ 第 1 2 分 区 ガバ ナ ー 補 佐
安井 克 一
■松戸北ロータリークラブ会長 鈴木悦朗
■松戸北ロータリークラブ幹事 児山守治

2011年 10月12日(水).1 8日(火)

■ 例 会 日 ■ 例 会 場 ■ 事 務 所 ■TEL/FAX■Web/Mail-

毎週火曜日12：30より（第1例会18：30）
松戸市根木内249-7 北小金ボウル1F
松戸市根木内249-7 ㈱山安 内
047-344-5696 / 047-344-5696
www.rc2790-12.jp / kanji＠rc2790-12.jp
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The Ideal of Service (奉仕の理想）にむけて夢を追いかけよう

WEEKLY REP
いも掘り大会

第1889回 例会
2011年10月12日(水)

場所

松戸商工会議所

14：00〜16：30

2011年10月6日(木)
午前 9：30 〜 10：30

第12分区ロータリー情報研究会

RT

松戸市内小中学生・先生 143名参加

５階大ホール

対象者５クラブ会員全員

テーマ

「今こそロータリーの歴史を学び未来を語り合おう」
〜これからのロータリアンのとるべき道〜

国際ロータリー第2800地区
パストガバナー

藤川 享胤氏
( 2 時間前から会員が 葉・つる切り
準備完了 記念写真)

通常例会

珍しい紅白いも

講師

(なかよし学級の生徒さん)

第1890回 2011年10月18日(火)

12：30〜13：30

(藤川 享胤氏)

会長挨拶：鈴木悦朗
14：00

14：15
15：15
16：15
16：25
16：30

開会宣言、点鐘、 国歌斉唱
ロータリーソング斉唱
来賓紹介
ガバナー補佐挨拶
ホストクラブ会長あいさつ
講演（60分）
全体討論（各クラブ代表
より質疑）（60分）
まとめ（10分）
謝辞
閉会宣言、点鐘

10月12日(水)には第12分区ロータリー情報研究会が開催され、念願の
第2800地区パストガバナー藤川享胤氏を講師として迎え、「これから
のロータリー」〜ロータリーの歴史を学び未来を考えるというテーマ
で講演をいただき、各クラブから活発な質疑応答がなされました。報
告書とＤＶＤは後日ホストクラブの松戸ロータリークラブから配布さ
れる予定です。

入りて学び、出でて奉仕せよ「Enter to
learn ,Go forth to serve」。今月は職業奉仕
月間です。先日の第2800地区パストガバ
ナー藤川享胤氏を講師に迎えたロータリー情
報研究会に多数の会員の皆様にご出席いただ
きありがとうございます。
本日の例会では、前年度ＩＭで研修リー
ダーをおつとめになられ、次年度の地区大会
実行委員長であられる安蒜俊雄氏を迎え、職
業奉仕の研修としての卓話をお願いいたしま
した。ロータリーにとって職業奉仕は木に例
えると幹でありますが、「儲からないと奉仕
できない」というロータリアンもいて、かな
り誤解が生じていることも事実です。本日は
安蒜氏にロータリーの根幹である職業奉仕の
理念と実践についてわかりやすくお話をいた
だきますのでご静聴のほどよろしくお願いい
たします。

幹事報告：児山守治
1. 例会変更のお知らせ
松戸東ロータリークラブ
10月28日(金) ガバナー公式訪問
2. 山田ガバナーより10月4日公式訪問の御礼
状が届いております。
3. ガバナー月信への投稿のお願い
家族月間にちなんだ活動記事がありまし
たら原稿と写真を送って下さいとの事。
4. 世界ポリオデー2011・チャリティーレセプ
ション
2011年10月24日(月)
愛宕グリーンヒルズ
5. 松戸市社会福祉協議会
賛助会費納入のお礼
卓話
安蒜 俊雄様
(松戸東ロータリークラブ所属)
お客様
小菅 壽和様
(松戸西ロータリークラブ所属)
杉山よしひろ様(松戸西ロータリークラブ所属)

ロータリーの奉仕哲学「超我の奉仕」Service above self
この Serviceの意味は人のためにつくすこと。ビジネスでもServiceの心がけはシェルドンの言葉を借り
れば「永続的な顧客を得る道」であり、信用を増して繁栄への道につながる。

