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ロータリー特別月間　10月：経済と地域社会の発展月間／米山月間

本日はガバナー補佐渡邉様、武川様、お忙しい中おいで頂きありがとうござい
ます。例会終了後に２４日のガバナー公式訪問の打ち合わせがあります。よろ
しくお願いいたします。
　第１例会では四つのテストの歌を歌っていただきますが。まだ慣れないで
しょうが、お付き合いをいただき 1年間終わる頃には大きな声で歌えるように
なりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
　茨城国体が盛り上がっています。茨城新聞の紙面には茨城は成績のいいこと
が掲載されていました。本当心強い限りです。

適正な利潤とは何か

　職業奉仕がロータリーの根本理念と言いました。それは、ロータリーがロータリーアンに奉仕の心を授け、奉仕の心を育てさせる倫理を
提唱していく団体であることと深く関係があります。
　ロータリーでいう職業奉仕の真の意味は、「適正な利潤」を得て、自分の職業を通じてサービスを施し、社会のために尽くすことです。企
業は利益がなければ成り立ちません。然し利益には自ら限界があります。
　例えば、企業がある商品を 100 円で仕入れて 100 万円で売ったとします。売れる、売れないは別として売れたとします。そのような膨大
な利益は、ロータリー的な利益とは言えません。適正な利潤を超えているからです。適正な利潤を超えると相手方であるお客様は、大変な損
をすることになり不幸になってしまいます。これでは、皆さんが、いつもよく歌っている四つのテストの「みんなに公平か」に反してしまう。
　ロータリーは企業とお客様の両当事者を利するものでなければならない、つまり「利己と利他の調和」を追及するところであり、ロータリー
の目的，方針はこのことを言うのです。
　常に、この調和を求めていくと一つの取引を通じて目に見える商品と代金の交換の中で双方に目に見えない感謝と満足感が生まれ、それが
信用となり企業は繁栄します。要するに、企業経営は利潤の追求ですが、儲けの中で儲けてもよい利潤（適正な利潤）の追求をロータリーは
目的としています。
　それでは適正な利潤とは何か？が問題となります。
各企業の業務内容や目的，慣例等によって適正かどうかの判断は異なり、一概に決めることは非常に難しいと思いますが、参考例として、豊
中北ＲＣの笹部政雄元職業奉仕委員長の話を引用させて頂きます。

『今日、世界経済の上で支配的な実力を持っているのはユダヤ民族ですが、ユダヤ商法を支えているのは宇宙の法則だと言われています。こ
の法則に「78：22」というのがあります。例えば正方形の面積を 100 とするならば、これに内接する円の面積は 78。そして、四隅に残っ
た面積の和は 22 になる。また、空気中の成分は窒素 78、酸素 22 の割合になっています。人間の身体は水分が 78 でその他の物質が 22 の
割合で出来ているという。
　これは大自然の宇宙の法則であってユダヤ人の商法はこの法則の上に成り立っているといいます。世の中には、金を貸したい人と借りたい
人とがあるが、私たちの想像では借りたい人が多数を占めると思うでしょう。実際には全く逆で貸したい人が圧倒的に多いそうです。ユダヤ
論法から言うと、貸したい人が 78 で借りたい人が 22 で、それで世の中は成り立っているのだそうです。
企業の経営も、原価が 78、利益 22 にすればユダヤの法則に合致するわけです。
　この法則に従うとすれば、職業奉仕というものは、もちろん、原価 78 の中でいろいろ行われるべきであります。78 の全体が一つの固まり
でありそこが職業奉仕の分野です。製造業を例に取れば、先ず良い材料を選ぶ、製造に当たる技術者や従業員には細心の注意を払わせる、取
引先や従業員や顧客へも十分配慮するなど数限りないサービスの場があるはずです。
サービスという言葉の代わりに奉仕と言う文字を使うと、言葉の感覚からして、78 の内容がどうであるかよりも、利益の 22 の中から、幾
分かを世間にご奉仕すれば、それがいわゆる職業奉仕だろうと誤解するロータリーアンを生ずる恐れがあります』と述べられています。
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会員誕生日
大野　治夫 会員 4 日
路川　淳一 会員 9 日
鈴木　一雄 会員 11 日
藤川　雅海 会員 13 日
池田　一郎 会員 17 日
中田　勝也 会員 28 日

10月度　会員・奥様誕生日・ご結婚祝い

奥様お誕生日
荒　　絵里 様 4 日
木沢ひろみ 様 5 日
磯山とし子 様 21 日
五十嵐綾子 様 24 日
田中　由紀 様 26 日
小城　由美 様 30 日

ご結婚記念日
村山　友彦 ・ 春香　 ご夫妻 1 日
菅原　　俊・ 浩子　 ご夫妻 4 日
石井　　一 ・ 早苗 　ご夫妻 5 日
広瀬　　潤 ・ 未希 　ご夫妻 5 日
東郷　治久 ・ 富紀子 ご夫妻 6 日
沼尻　真一 ・ 恵里子 ご夫妻 6 日
村上　憲範 ・ かをる ご夫妻 9 日
浦里　浩司 ・ 晴美 　ご夫妻 14 日
中山　正巳 ・ 敬子 　ご夫妻 22 日
瀬戸口　進 ・ 博美 　ご夫妻 23 日
上野　　修 ・ いゆ子 ご夫妻 27 日

いつまでも夫婦円満で！

ロータリー特別月間　10月：経済と地域社会の発展月間／米山月間

1. 11 月プログラムの件（吉岡委員長）
2. 移動例会「講談で学ぶロータリー」企画の件（飯田委員長）
3. 「ロータリーの森創り及びつくばマラソンエイドステーション設置」企画の
件（山﨑委員長）

4. ガバナー公式訪問スケジュールの件（皆葉会長）
5. 九州北部豪雨災害義捐金の件（下村委員長）
6. その他
• ＤＰＡＴカー（ﾃﾞｨｰﾊﾟｯﾄｶｰ）購入寄付金依頼の件
• 「Xmas Town つくば」協賛金依頼の件
• 筑波大学外国人留学生との意見交換会参加の件

　本日はガバナー公式訪問の事前訪問ということでお邪魔させていただきました。
今回のガバナーは各地区を勢力的に回っています。大変、気さくな方で職業が建設
業造園業で樹木医です。木のお医者さんです。水戸の偕楽園の主治医をしている方
です。大変温厚の方で、難しいことは言わなず、人と人とのつながりを大事にし、
文句を言わず楽しくやろうという感じの方です。どうか公式訪問を楽しみにしてい
ただきたいと思います。
　11月 8日に分区ゴルフ大会をサミットゴルフで開催します。参加の程よろしく
お願いします。合わせて 2月 22 日に石岡プラザホテルの方で環境問題をテーマに
IMを開催します。



It is the 34th year since 1986
2019-20 皆葉年度　『ロータリーを考える』

会報　VOL.12

皆葉　真治　会員　渡辺ガバナー補佐、竹川様、本日はありがとうございます
大野　治夫　会員　ナベさん今日はありがとうございます。たけちゃんもどうも。私、昨日誕生日なんですよ 60過ぎました。
大野　治夫　会員　先日、草取りをしていたらチクリとしました。蜂に刺されたらしい。これがハチの一撃でした。
  新聞ニュースにもならず私は無事です。
海堀　敏光　会員　お久しぶりです。今年もよろしく申し上げます。
塚田　陽威　会員　先日は卓話をさせていただきありがとうございました 。
木村　英博　会員　本日はお忙しい中、渡邉ガバナー補佐、ようこそいらっしゃいました。心より感謝申し上げます 。
塚越　俊祐　会員　ラグビーの日本代表がサモア戦に勝って決勝トーナメントに行ってほしいな。昔のラグビーファンより
飯田　正行　会員　妻の誕生日のお花をありがとうございました。もう年はいらないけど、お花は嬉しいとのことでした。 
市村　剛　　会員　先日初めて LA に行きまして、しばらく休ませてもらいました。やっぱり日本が好きです。
鈴木　冨士雄会員　母が月曜日 AM 3 時に急変。救急車で即入院。父は認知が進み、今は我が家で、てんてこまいです。
　　　　　　　　　ロータリー、ゴルフどころではない。
村上　憲範　会員
増山　栄　　会員　渡邉ガバナー補佐、竹川セレクタリー様、お疲れ様ですよろしくお願いします。
井田　充夫　会員　9月 25日のつくば３クラブと米山奨学生懇親会、ありがとうございました。10月米山月間ですが、奨学生の育成協力、
　　　　　　　　　また寄付のご協力ありがとうございます。
北島　睦夫　会員　塚田さん、先日素晴らしい卓話ありがとうございました。実は先日の例会とその前に週連続でニコニコボックス記入を済ませて
  いたのですがお見えになりませんでしたので、今日お顔を拝見できましたことが嬉しくて提出しました 
馬場　清康　会員　団体のご視察で、三笠宮瑶子女王殿下が当ホテルに宿泊されました。一昨日、昨日はご先導を務め少々緊張しました。
  四つのテストの歌にも先導が必要ではないかと感じました
浦里　浩司　会員　天皇皇后両陛下ご臨席の国体開会式後のレセプションで何と知加良が乾杯酒に採用されました。陛下から「おいしいお酒ですね」
  とお褒めのお言葉を賜り、お帰りの際にはお買い上げの栄に浴しました。また皇后殿下が杯を飲み干されたと関係者が驚かれた
  ようです。身に余る光栄で身が引き締まる思いです。全然痩せませんが
高田　稔美　会員　スポーツの秋。テレビでラグビー、陸上、バレーと楽しく観戦し寝不足です。先日のアゲルさんのコンペも、池に入れたり、
  チョロしたりでしたが、中野さん優勝おめでとうございました
中野　勝　　会員　130 人のゴルフコンペで運よく優勝しました。商品は大きなテレビのようでしたが、優勝に浮かれてどんなテレビか、
  何も覚えておりません
野堀　喜作　会員　月イチのの出席、目標です。
猪野　研一　会員　 paypay を導入して半年が経ちましたが、未だに利用者はありません。今後もないような気がします。

ロータリー特別月間　10月：経済と地域社会の発展月間／米山月間

会員卓話　下村　正　会員

昨年の第 6分区の IM で講師の鈴木もえみさんの講演でやっていけないの
は自慢話と昔話。これはやってはいけないと言われましたが、卓話の依頼が
来た時に昔話と自慢話をしない卓話はどうしようと考えたのですが、思いつ
かなかったのでお付き合いお願いします。
　今年、茨城国体が 9月 28日から開催しています。私は二十歳の時に茨城国
体にヨットの選手で国体に出ました。当時は、風と太陽と潮の流れを見なが
らどうしたらヨット速く走らせられるかすごく熱くなっていました。就職は
夏はヨット、冬はスキーやっていこうと東京のスキースクールに最初はビデ
オの撮影ということで採用されました。私は次男なので、普段両親や家族に
相談などすることはなかったのですが、就職は人生の大切な話だと思い、就
職が決まった話や今後の話したところ、親父から怒られ、勘当するまでの話
になりました。
　残念ながらスポーツでの就職は諦めて、測量会社に勤めました。ここでは
みんなが一生懸命取得している資格がありました。「土地家屋調査士」という
資格です。合格率 7%の難関を無事取得し茨城に戻り、青年会議所を卒業したところで増山栄先輩からつくば学園 RCにお誘いを受け入
会しました。
　今のつくば学園 RCでの入会は理事会での審議はありますが、入会申込みを提出すればある程度は入会できます。当時は理事会で審査
をする決まりがあり、事前にこの方が入会を希望していますと伝えておかないと反対がでて入会できませんでした。入会は結構厳格だっ
たということをお伝えしておきます。今の理事会は賑やかに楽しく、時には厳しくやってますが、以前は非常に静かに進行し、反対意
見の時は厳しく言われました。
　国際奉仕委員長を任された時、東郷会員と海外に視察行きました。現地のロータリークラブから当クラブと協力をして奉仕活動の提
案がありました。内容は「A型肝炎の治療の援助」と「伐採した土地への植樹」。良い話だと思い、理事会に提出したところ、”A 型肝炎
の治療はそんなに簡単な話ではない、簡単に考えて実行してはいけない ” と厳しく反対され却下になりましたが、植樹の件は承認をい
ただきました。翌年報告のため、確認したところ、指定した場所植樹ではなく、違うところへの植樹に内容が変わってしまっていました。
報告に少し困ってしまった事もありました。A型肝炎の件は止めていただいて本当にありがたいと思います。
　当クラブは中山会員や飯田会員、大里会員など若い会員が入ってきた頃からクラブの活動が盛んになり対外的になってきたと思いま
す。素晴らしい仲間も増えてきています。新しく入会してきた会員のみなさまも良い仲間を見つけ、長い付き合いをしていただければ
と思います。
－ニコニコボックス－



つくば学園ロータリークラブ 『ロータリーを考える』
〒305-0051 茨城県つくば市二の宮 1-10-1 ヴェルドミール 105 号室 
電話 029-858-0100 FAX 029-858-0101

例会日：木曜日　１２：３０～１３：３０
例会場：オークラフロンティアホテルつくば
茨城県つくば市吾妻１丁目１３６４－１

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

無断欠勤ゼロ・出席率向上を目指して

プログラム予告

つくばオールロータリアン FaceBook 同好会は、つくばの３クラブのロータリアンとローターアクト、インターアクトの 情報
などを FaceBook 上で共有しています。皆様、ぜひご活用ください。

つくば学園・つくばシティ・つくばサンライズ・ローターアクト
公開 https://www.facebook.com/tsukubagakuenrc/?fref=ts
非公開 https://www.facebook.com/groups/1482018048750125/?fref=ts 公開QRコード 非公開QRコード

友好クラブ
第 2650 地区
京都山城ロータリークラブ

つくば学園ロータリークラブ
ホームページもご覧ください
http://www.46gama.com/

ロータリーは世界をつなぐ

http://www.kyoto-yamashiro-rc.com/

https://www.rotary.org/ja

2019-20 年度　中村　澄夫ガバナー　地区スローガン　

人、学びて更なる奉仕
http://www.rid2820.jp/

４つのテスト
 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

It is the 34th year since 1986
2019-20 皆葉年度　『ロータリーを考える』

2019-20 年度　Ｒ I テーマ　マーク・ダニエル・マローニー

無断欠勤ゼロ・出席率向上を目指して

会員数 出席数 欠席数 無断欠席数 出席免除数 メイクゲスト 出席率

88 57 31 0 4 2 70.23%

プログラム予告
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10 月 10 日 12:30 ～ 13:30 例会・第 6分区渡邉弘明ガバナー補佐　表敬訪問・招待卓話：JICA 筑波
10月 17日 18:00 ～ 20:30 移動例会・招待卓話＆懇親会「経済アナリスト：中原圭介氏による講演会」会場：「つくば山水亭」
10月 24日 12:30 ～ 13:30 ガバナー公式訪問例会・国際ロータリー第 2820 地区「中村澄夫ガバナー公式訪問」
10月 31日　　 休会（定款細則第 6条第 1節により）


