
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                               
 
 
 

 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員会 入沢 修自 

  

◎点鐘                     会長 澄川  昇 

                                            

◎国歌「君が代」斉唱 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

                  ソングリーダー 吉沢 洋景 

 

◎お客様紹介                 会長 澄川  昇 

 地区職業奉仕副委員長   東京調布RC 小野 勝昭様 

 東京世田谷南RC                照井 亮二様 

 

◎会務報告                  会長 澄川  昇 

前前回の会務報告で、次年度役員・理事を選任するにあ

たり、指名委員会の設置を、お願いしました。しかしながら、

指名委員会委員長の関岡会員のお名前しか発表しており

ませんでしたので他の委員の方々に失礼を致しました。

本日、指名委員会の委員を発表しますので早急に活動し

て頂くようにお願い致します。 

 

指名委員会 委員長 関岡 俊二 

委員 村上 久 伊澤 ケイ子 伊藤 英也 宮村 宏 

    小泉 博 萩生田 政由 澄川 昇 

 

◎幹事報告                 幹事  荒瀧 義機 

・配布物：①ロータリーの友10月号 

②ロータリー米山記念奨学事業豆辞典 

③会員増強委員会（会員推薦状、会員申込用紙） 

・回  覧：①多摩東グループ IM出欠表 

②ガバナー月信10月号 

③福祉だより 

・他クラブ例会変更：特にありません 

 

 

               新会員入会式 

 

＊ 峯岸 千尋 さん入会おめでとうございます！＊ 
 

※進行             会員増強委員長 伊藤 英也 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ新会員紹介              推薦者 津守 弘範 

  多摩市和田にお住まいで、私のお寺の檀家さんです、  

  お寺にも非常に貢献されております、カラオケもゴルフ 

もお上手なようです、ロータリーに相応しい方ですね。 

 

Ⅱ入会証書授与・バッジ貸与並びに歓迎の辞 

                          会長 澄川  昇 

 

Ⅲ会員証・バナー授与           幹事 荒瀧 義機 

 

Ⅳ｢四つのテスト｣、活動計画書、定款・細則、ロータリー 

  の手引き「用語集」授与 

             ロータリー研修委員長 小泉  博 

 

Ⅴ所属委員会発表およびアドバイザー指名 

                        会長 澄川  昇 

  ★アドバイザー：伊藤 英也会員 津守 弘範会員 

  ★所属委員会 ：SAA・親睦委員会 

 

Ⅵ写真撮影 

 

 

Ⅶ新会員挨拶                峰岸 千尋会員 

会員の皆様こんにちは。私は真言宗智山派です、忠誠に

つくし、今後は皆さんにお世話になりながら頑張っていくつ

もりです、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
    
 

 
例会場  京王プラザホテル多摩 例会日 水曜日12：30～   月最終例会18：30～ 
事務局  〒２０６－００３３ 多摩市落合1-43  京王プラザホテル多摩５６１号 
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会長 澄川 昇  幹事 荒瀧義機    
会報・記録委員長 宮本 誠  副委員長 小泉 博  
委員 足立潤三郎 大松誠二 遠藤二郎 柴崎信洋 海野榮一 山田 勍 

                                                                                                                                                                   ２０１２．１０．０３． 第１０３１回例会  No.２３－１３  ２０１２．１０．１７発行 

 

 

  
                                                                                                                          

 

 

        

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

    
      

国際ロータリー第２７５０地区   

東京多摩グリーンロータリー・クラブ 
        ２０１２～２０１３年度 

 

全員積極参加でロータリーを楽しもう！ 
                 

 

 



【 委員会報告 】 

 

◎出席報告        出席奨励委員長会  吉沢 洋景 

会員総数                 ３５名 

      出席義務者数              ２５名 

出席義務免除者             １０名 

      出席者数 出席義務者          ２０名 

             出席義務免除者        ４名                                                      

                           

            計                 24名 

出席率    24/29   =  ８２．７６％ 

第1029回例会（9/19）訂正出席率 ８０．00％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ      ＳＡＡ・親睦委員会 田﨑 博 

澄川  昇   小野様本日はよろしくお願い致します。 

         峰岸さん入会おめでとうございます。 

荒瀧 義機  小野様卓話楽しみです。 

         峰岸様入会おめでとうございます。 

小泉  博   小野副委員長ようこそ 卓話よろしくお願 

します。大松さんごちそうさまでした。 

伊藤 英也  峰岸千尋さんご入会おめでとうござい   

         ます。 

大松 誠二  峰岸さん入会おめでとう。 

期待してますよ。 

中谷 綋子  峰岸さん入会おめでとうございます 

津守 弘範  峰岸千尋さんの入会おめでとうござい 

ます。    

齋藤 誠壽  小野様ようこそお越しくださいました。 

         卓話よろしくお願い致します。 

伊澤ケイ子  地区職業奉仕副委員長 小野様 

         ご苦労様です。 

         峰岸様ご入会おめでとうございます。 

菊池  敏   職業奉仕副委員長 小野様卓話よろしく 

         お願いします。峰岸様入会式おめでとう 

ございます。 

入沢 修自  お世話になります。 

宮村  宏   職業奉仕副委員長小野様よろしくお願い 

         します。 

田崎 博実  多摩センターで清掃いたしました。  

本日の合計￥ １５，０００  

9/27テニス例会のニコニコ、会長より追加がありました。 

             （累計￥３１６，０４９） 

◎その他委員会報告 

 ★会員増強委員会            委員長 伊藤 英也 

峯岸さんに入会して頂き、これを機会に少しはずみをつけ

て増強に励んでいこうと思っています。さしあたり会員推

薦状というのを、各会員さんのメールボックスの方へ入れ

させていただきましたので、できるだけ多くの方を推薦して

いただけますように、よろしくお願いいたします。 

 ★障がい者テニススクール     実行委員長 宮村  宏 

先日はお忙しい中、たくさんのご出席を頂きましてありが

とうございました。写真ができていますので回覧します、奉

仕ＰＪのなかの大事な一つが終わってほっとしたところで

す。どうもご協力ありがとうございました。 

 ★多摩市街美化推進協議会        委員 大松 誠二      

街美化キャンペーンとして、１０月から多摩市の街美化条

例が施行され、市長を先頭にあらゆる市民団体や町内会、

一般の方が参加されて、４回にわたって清掃活動を実施し

ました。当クラブより延べ１７名の参加ありがとうございま

した。 

 
◎卓話 ｢職業奉仕について｣ 

                職業奉仕副委員長 小野 勝昭様 

 シェルドンの奉仕理念というのが今日のメインの話題で

すが、当時、シェルドンは「ビジネスメソッド委員会」を立ち

上げ委員長に就任しました。「ビジネスメソッド」とは、継続

的な事業の発展の為

には事業主が自分の

儲けを優先するのでは

無く、自分の職業を通

じて社会に貢献する意

図を持って事業を営む

事や良好な労働環境

の提供であり、資本家

が利益を独占するので

はなく従業員や取引と

関係する人達と利益を再配分する事がサービスであると

言う考えです。「サービス（奉仕）とは、顧客に満足感を与

える事でもある」と言う事は、今では当然の事ですが当時

は革新的な考えでした。この状況を満たすには高い商道

徳の維持が必要で、顧客との間で信頼関係が生まれ、永

続的に繁栄できる事業を築ける。つまり奉仕（サービス）と

は、顧客に満足感を与える事であり、その結果信頼関係を

構築できる、その為には高い倫理基準を持つ事が必要と

なる、従って、高い職業倫理基準は、職業奉仕を実践した

結果得られる、と考えております、ですから職業奉仕活動

は職業倫理高揚を目的としたものではないのです。とにか

く自分達の事業を永続的に繁栄させる為にはお客様に満

足して頂く事が大事であると言う事から、シェルドンは職業

奉仕と言う言葉を使い始めたと、思います、それが「ビジネ

スメソッド」という事です。 

シェルドンの職業奉仕のまとめとして、「職業奉仕」とは、

職業倫理に基づき、顧客満足を目指して、自らの職業を営

む事である。職業奉仕の実践は自らの職業を繁栄に導き、

職業を通して社会に奉仕する事に繋がる。ということであ

ります。 

「職業奉仕」がわからないというばかりではなく、とにかく

サービスを自分の職業に取り入れて自分の職業の永続的

な反映を願う、それによってメリットがあるのは事業主であ

るというのが「職業奉仕」の理念であるというふうに解釈し

て頂ければ別に難しいことではないと思います。 

本日はどうもありがとうございました。 
 

◎お礼と点鐘                 会長 澄川  昇 

  （今週の担当： 小泉  博） 


