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皆葉　真治会長挨拶

会長挨拶／幹事報告／会員・奥様誕生日・ご結婚祝い
新入会員卓話　東京ガス（株）つくば支社　支社長　荒　正仁 会員／ニコニコ BOX　他

ロータリー特別月間　9月：基本的教育と識学向上月間

会長挨拶も３回目となります。先日、第 6分区の会長幹事会に出席したの
ですが、クラブによっては毎回会長挨拶し話題に困っているという話を耳に
しました。今回より第一例会に「四つのテスト」の歌を歌います。「四つの
テスト」はロータリアンとしての行動また言動に対して、この問いかけをし
ていかなくてはならないというのがロータリーの基本です。ご協力の方よろ
しくお願いいたします。
　シリーズでやっていて、先月は「ロータリーの職業奉仕は難しいと言われ
る理由」奉仕の心とは、お金を得ることに対して相反する行為を横に難しさ
が出てきてるということを言いました。今回はそのシリーズの続きで「難し
くない職業奉仕」ということで学んでいきます。 

むつかしくない職業奉仕

　前回、ロータリーはロータリー以外の団体と違って職業と奉仕の心は同じ一つの心である。世の為、人の為にする心を以て倫理
的に職業を営みなさいと言っていると述べました。そのことは、定款の４条、綱領に書いてあります。一言でいうと「ロータリー
は企業の根底に奉仕をおくべしとする思想を追及，提唱することを目的とするクラブ活動であると言っております。
その為にロータリークラブは、職業分類という独特な制度によって職業分類委員会が職業分類表をつくり、分類された職域を一つ
でも多く充填し、より多くの職域のサービスが出来るように構成されているのと表裏一体の関係にあるのです。このような組織を
持つ団体は他にありません。
　ところで、企業の根底に奉仕を置くと企業の目的は利潤、利益の追及にありますので儲けを否定することになりはしないか？実
は、初期のロータリーの指導的な人の奉仕（サービス）という一般的な考えは、Service not Self ( 自己犠牲の奉仕、自己滅却の奉仕 )
という中世のキリスト教の影響を強く受けた考え方でした。しかし、ポール・ハリスやフレデリック・シェルドン等は「ロータリー
は宗教ではない。自己を犠牲にしてまで、会社が倒産してまで奉仕（サービス）に徹しなさいというのは、宗教の世界のことであ
る。我々は実業倫理の世界に入らなくてはならない。そのためには自己を否定するのではなく、自己の存在を前提として Service 
above Self ( 超我の奉仕、サービス第一、自己第二 ) でなければならない」と考え、1910 年頃から このような考えが広まり主流
を占めるようになりました。そしてロータリーは、企業の根底に儲けがあることを認めた上で、その儲けとは一体何かということ
を考える訳です。ここが大変肝心なところであります。
　人間はみな自己のために利益を得ようとする欲望と、一方では他人の為に尽くさなければならないという義務感があって、両者
が心の中で常に葛藤を繰り返しています。この争い、つまり「利己と利他の調和」をさせようという人生哲学がロータリーなのです。
ロータリー運動が職業人の倫理向上運動といわれる由縁であり、職業奉仕において高度な倫理が求められる訳であります。
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鬼沢 一彦　幹事報告

会員誕生日
野堀　雄樹　会員　17日
小林　圭一　会員　19日
山﨑　幸登　会員　22日
広瀬　貴之　会員　27日

９月度　会員・奥様誕生日・ご結婚祝い

奥様お誕生日
鬼沢　有紀子　様　　5日
青山　静代　　様　　9日
鈴木　房子　　様　　10日
塚越　悦子　　様　　14日
高野　綾子　　様　　16日
布川　鈴子　　様　　17日
山口　貴美恵　様　　17日
林　　恵子　　様　　19日
本多　景子　　様　　20日
飯田　満里子　様　　27日
東郷　富紀子　様　　29日

ご結婚記念日
鈴木　冨士雄　・　房子 　ご夫妻 10日
沖山　哲夫　　・　素子 　ご夫妻 15日

ロータリー特別月間　9月：基本的教育と識学向上月間

10 月プログラムの件
移動例会「経済アナリスト講演会」企画の件
ガバナー公式訪問の件
退会届の件
正会員推薦書の件
 WCS 「この指とまれ」賛助の件
みんなにコンサートを届ける会の件
地区野球大会の件
つくばユナイテッドサンガイア法人会員の件
ライラセミナー参加の件 

おめでとうございます！
いつまでも夫婦円満で！

新入会員卓話　
東京ガス（株）　つくば支社　支社長

荒　正仁　会員

　東京ガス（株）が最近少し変わった取り組みをしているという点について紹介させていただきます。
　いままでの東京ガスは、ガス器具を販売し、ガスを使用していただくという形の事業をしていました。東京ガスとしても進
化をしていくと言うことで新しいビジネスを取り入れてきました。
　例えばスマホアプリ、取扱説明書は付属していても、ほとんど読まれないケースが多いのでスマートフォンでアプリとして
見れるようにしました。必要な時にキーワードで検索すると、そのページに飛ぶような仕組みになっています。
　また、実験中ですがロボットを作るベンチャー企業と組んで、子育て世代のお客様に子供の話し相手をしてくれるロボット
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－ ニコニコ BOX －
・鈴木　昌実 会員 先週は急な欠席失礼しました。母が倒れ慌ててしまいました。また父の新盆に来ていただきました

   皆様ありがとうございました。
　・鈴木　一雄 会員 許さん、出席ありがとうございます。
　・浦里　浩司 会員 来月 11日に浅草花やしきにて茨城地酒まつり in 花やしきが開催されます。当然弊社も参加します
   ので皆様 TX でいらしてください。チケットはイープラスで前売りです。顔パスは不可ですので
   チケットは必ずお手元にお持ちください！
　・山崎　幸登 会員 今週初めからウイルス性胃腸炎で苦しんました。今日まで絶食してます。もちろん禁酒中！
   飲みたい　飲みたい　頂いたお酒はお預けです。　
　・林　　康夫 会員 つくば学園 RC のおかげで、奥さんの誕生日を忘れることがありません！ありがたいです！
　・高野　勝憲 会員 先日、弊社コンペご参加いただいた方々、暑い中ありがとうございました。
   また次回もよろしくお願いします
　・猪野　研一 会員 昨日、許可書をもらいに都庁に行ったのですが、受領日が明日に指定されていたのを勘違いして
   おりました。全くの無駄足にヘコんでおります。

ロータリー特別月間　9月：基本的教育と識学向上月間

を開発し提供していく事業も行います。
さらにグローバル展開ということで、天然ガスを中心にグローバル展開目

指しています。以前はアジアや中東から天然ガスを輸入のみをしていました
が、時代が変わり、集まってくる天然ガスを質の良いガス変え、アジアや他
の国にも転売したり販売方法の見直しをして、他の国でも質の良いガスを
使っていただけるようにしています。
　天然ガスは契約した限定の場所に売るのみでしたが、自由取引に契約を
徐々に変更をしています。今、需要が増えているのは、日本と中国、韓国、
インドネシア、フィリピンが需要消費国になります。
　エネルギー事業として電気事業も考え、東京ガスで電気の販売をしていま
す。電気事業は今年度末で 240 万件の電気供給目標で考えています。この件
数は東京電力様の契約の約 1割程度の契約になります。
　他にバーチャルパワープラントと言う仮想の発電所という取り組みをしています。これは 10年で家庭用の太陽光発電の電気
高額買取の契約が終了します。そこで東京ガスが各家庭で販売していた電気の買取をし、電気契約しているお客様に電気を販売
するという取り組みです。　
　その他、さまざまな事業に取り組みをしていて、現在は全体の利益の半分がが新しい事業によるものに変わりつつあります。
　エネルギーに関する聞きたいことがあればしっかりと対応します。

お知らせ
9 月 25 日（水）18時 30分より、
筑波大学レストランプラザにて米山記
念奨学生との交流会がありますので、
是非ご参加ください。

ご案内
10 月 11 日に浅草花やしきで茨城地酒
祭りを開催しますので、会員のみなさ
ま是非ご参加ください。
（チケットを購入してください）

奨学金授与式
米山記念奨学生　許聴さんの奨学金授
与です。許さん、頑張ってください！



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
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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 63 25 0 3 1 75.29%

プログラム予告
09月 12日 12：30 ～ 13：30 例会「会員卓話」塚田陽威会員
09月 19日 12：30 ～ 13：30 例会・招待卓話「茨城いのちの電話」について　後援会幹事　今田悟史様　
09月 25日 19：00 ～ 21：00 移動例会「第 4回米山奨学生との交流会」・会場：筑波大学会館「レストランプラザ」
09月 26日　　 休会　9/25（水）第 4回米山奨学生との交流会へ振替の為
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