
 

第 2107 横浜港南ロータリークラブ週報 
2018．1．10．[水]  第 2335回例会報告 
 
◎司 会              細井順子ＳＡＡ委員 
◎ロータリーソング   『君が代』『四つのテスト』 
◎ソングリーダー        八木禧昭合唱委員 
◎出席報告           豊場建伍出席委員長 

会 員 数 

                    

出 席 者     

数                     

出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

36(7)名 28(5)名 82.4% 80.0%  77.6% 

（  ）内は出席免除会員数 

公式出席 

12/19 R財団補助金管理セミナー  宮 下 賢 会 員 

1/8   地区米山奨学委員会  佐々部宣宏会員 

１２月ホーム１００%出席者 

青柳民朗会員 阿曽輝彦会員 市川敏明会員 

海野俊彦会員 大井和子会員 大越雅也会員 

大橋三郎会員 小後摩重正会員 北見丈治会員 

坂巻照代会員 佐々部宣宏会員 瀧 文博会員 

高森政雄会員 豊場建伍会員 西山俊雄会員 

樋口一樹会員 福 嶋 昭 会 員  宮下賢会員 

八木禧昭会員 横尾博之会員 

 

◎親睦委員会(今週のお祝) 樋口一樹親睦委員 
＊会 員 誕 生 日 祝    細井順子会員（９日 ） 

平山滋也会員(１０日)  

＊会員入会記念日祝   林田利治会員(６日 ) 

                 坂巻照代会員(７日 ) 

＊結 婚 記 念 日 祝   福嶋  昭会員(１５日） 

 ニコニコボックス本日合計  ３８，０００円 

ニコニコボックス 累 計 ８３９，１００円 

 

◎米山チャリティボックス   
佐々部宣宏米山奨学金増進副委員長 

坂巻照代会員 佐々部宣宏会員  

樋口一樹会員 宮下  賢会員   ４名 

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計  ４，０００円 

米山チャリティボックス累計  １１１，０００円    

 

◎会長報告            
①地区より佐々部会員に次年度米山奨学金地区増進

委員長委嘱状が届いております。 

②例会終了後に臨時理事会を行いますので理事の方

はお集まり下さい。 

 

◎幹事報告              
①クラブ年会費(後期)の納入をお願い致します。これは

創立５０周年の積立金を含みます。 

②１月２４日(水)１８：３０～『北京飯店』新年夜間例会 

２月２1日(水)→２０日（火）へ例会変更 

『ﾛｰｽﾞﾎﾃﾙ横浜』第７ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同例会 

３月１４日(水)→１７日（土）ＩＭに例会変更 

 

◎委員会報告  
①プログラム委員会           阿曽輝彦委員長 

 １月１７日(水)クラブ協議会 

委員長が欠席の場合は委員の方に代理

で発表して頂きます 



    ２４日(水)18:30～『北京飯店』 新年夜間例会 

    ３１日(水)大越雅也会員 

２月 ７日(水)山野井正郎会員 ５０周年ﾌｫｰﾗﾑ 

１４日(水)未定 

２１日(水)→２０日（火）へ例会変更 18：30～ 

『ﾛｰｽﾞﾎﾃﾙ横浜』第７ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同例会 

２１日(水）の通常例会はありません 

２８日(水)18：30～『リヴァージュ』 大井和子会員 

  ３月 ７日(水)瀧文博会員 

１４日(水)→１７日（土）ＩＭに例会変更 

       １４日（水）の通常例会はありません 

     ２１日(水)休会 

    ２８日(水)18：30～『リヴァージュ』 橋浦重己会員 

②社会奉仕委員会              瀧文博委員長 

２月１０日にチャリティマラソン大会に参加します。来

週の例会時にまとめて申し込みをしたいと思います。

それまでに参加希望の方はお知らせ下さい。 

③健康セミナーのご案内          坂巻照代会員 

  メタボ予防とか既にお薬を飲んでいる方を健康に戻

そうという運動をされている松井先生をお招きして、

同じ内容を午後から二回行いますので、ご都合のよ

ろしい方は是非ご参加下さい。（要予約） 

 

◎『会長年頭所感挨拶』      北見丈治会長 

 

 

 

 

 

 明けましておめでとうございます。２０１８年がはじまり、

私が会長としての例会もあと２１回となります。大越幹

事はじめ理事の皆様、各委員長にはわがままを言いご

面倒をおかけしたと思いますが、対応して下さり有難う

ございます。後半もどうぞ宜しくお願い致します。 

昨年末のクリスマス家族例会にはたくさんのご家族

の皆様にご参加頂きました。参加会員は３６人中２８名、

ご家族２２名、お子様 7 名、デルバさんご家族４名と担

当の先生１名、事務局の大塚さん、合計で６３名の参

加となりました。はじめてご家族で参加された青柳会

員・大井会員・坂巻会員有難うございます。今後も是非

家族例会等参加して頂ければと思います。今回７卓中

６卓が家族テーブルになりましたので、こういったもの

が家族例会だと改めて感じました。 

再来週の新年会と５月の移動例会は家族例会では

ありませんが、茜会もご参加頂けますので、茜会のテ

ーブルを作らせて頂きます。 

本日の年頭所感は特にお話することがありませんの

で、新聞等で報道されている１月４日に亡くなられた星

野仙一さんのお話をさせて頂きます。 

星野さんは１９９６年から２００１年まで２度目の中日

の監督をされていました。２００２年阪神タイガースの監

督になられました。阪神タイガースは１９８５年に日本一

になって以降の１９８７年～２００１年までは暗黒の時代

と呼ばれており、この１５年間で最下位は１０回、５位は

２回、４位２回、Ｂクラス１４回、そのうちＡクラスは１回

で、亀山や新庄がフィーバーした時は２位でした。 

星野監督が就任したのは２００２年です。その年は４

位でしたが、翌年の２００３年に優勝しました。残念なが

ら日本一にはなれませんでしたが、星野監督の前   

１９９９年～２００１年までは野村監督でした。はじめて

生え抜き以外の監督で話題になりました。残念ながら

選手が野村さんに合わなかったのか分かりませんが、

３年間最下位でした。幸代夫人のスキャンダルで急遽

星野監督となりました。星野監督の就任がなければ阪

神は今もＢクラスが指定席だと思います。星野監督で

なければ金本監督も FA で広島から来ていなかったと

思いますし、片岡コーチも日本ハムから阪神に来てい

なかったと思います。今の阪神の強さがあるのは星野

さんのお陰だと思います。金本監督が優勝して、常に

優勝を狙えるチームを作るにはあと２年ぐらい掛かるか

も知れません。先月の星野さんの野球殿堂入りを祝う

会でファンに対してメッセージがあったと聞いています。

野村監督と星野監督には不思議なつながりがあって、

指導方法や育成方法が違うのです。星野監督は楽天

で日本一になりましたが、その前は野村監督が楽天の

監督をしていました。阪神も星野監督の前は野村監督

でした。ある意味、野村監督が土台を作って、星野監督

が花を咲かせるのかというような気が致します。フジテ

レビで僕らの時代という3人が対談する番組があります。

これに星野さん・ビートたけしさん・松尾雄治さんら明治

大学 OB３人が出ていました。星野さんとたけしさんは

同学年で、たけしさんが早生まれなので、星野さん

（1/21）は年下だと思い込んで、『おい、たけし』と呼んで

いましたが、実はたけしさん（1/18）が同い年だとわか



ると、それからは『たけしさん』と呼んでいました。 

明治の野球部の島岡吉郎監督は試合に負けると怒

る人です。早稲田戦で星野さんは３回でノックアウトさ

れ、夜中に監督に呼び出され雨の中グランドで正座を

させられたそうです。翌朝、同じ格好で島岡監督が正座

をして座っているのを見て、星野監督は島岡監督につ

いていこうと決めたそうです。星野監督の厳しさや優し

さや周りへの気配りは、いろいろな人から影響があった

のだと思います。 

 私は今年の６月にトロントの世界大会に出席します。

そこでどのような出会いがあるか分かりませんが、昨年

まで２年間ｶｳﾝｾﾗｰをしていたヒラリーがアメリカに帰っ

ており、世界大会に平和フェロー代表の一人として招

待されているという連絡が来ました。そして、メリーラン

ドのフレデリックロータリークラブへ行き、当クラブのバ

ナーを渡して来たということで写真を持って来ました。 

人との出会いは本当に大切だと思います。入会間も

ない方はせっかくロータリークラブに入っているのだか

ら、このクラブの中だけでなく、いろいろな方との出会い

を積極的に持って頂けると良いと思います。人生に影

響を受ける方との出会いはそんなにないと思うので、一

人でも出会えれば素晴らしい事だと思います。私も星

野さんと出会いたかったと思っております。星野さんの

ご冥福をお祈りして、私の新年の挨拶を終わります。 

 

『大越雅也幹事より』 

 

 

 

 

 

今日のロータリーソングは『四つのテスト』です。ロータ

リーの根幹は職業奉仕だと言われています。その職業

奉仕とは何かということで、今月末私を皮切りに職業奉

仕の卓話をすることになっております。私は地区の職業

奉仕委員になり４年経ちました。クラブで会長も幹事も

やったことがないのに、地区の委員長をやるのをはじ

めて聞いたと言われました。駆け出しの私は地区に行

き、日ごろ出会う事がない方とお会いする機会を得まし

た。これは横浜港南ロータリークラブに入会させて頂い

て、素晴らしい方々に出会えたことは財産ですが、それ

とは違う視点で地区へ行くと、幅の広い奥の深い方た

ちとの出会いがあり、良い勉強をさせて頂いております。

委員長でなければ行けないような、敷居の高い横浜Ｒ

Ｃで卓話をしたり、得難い経験をしたのも縁だと思いま

す。 

 昨年職業奉仕の理念という小冊子をお配りしておりま

す。これは２０１５～１６年度の職業奉仕委員長会議で、

当時の箕田ガバナー・大野パストガバナー・高良ガバ

ナーエレクトが討論されたものを基にまとめたものです。

１月３１日の卓話でもお話しますが、年頭ですので触れ

させて頂きます。 

 ロータリーの職業奉仕は日本で何故重視されたのか

というと、いわゆる『近江商人の三方よし』という考え方

です。これはロータリーの概念で、シェルドンは顧客に

満足を与え社会に奉仕する。それが結果として継続的

に事業の発展につながるという考え方が三方よしの考

え方に近いところがあるのです。これがロータリーの根

幹だと言われております。四つのテストは、元々の英語

で読むと、ニュアンスが違います。四つのテストがどこ

から出てきたかというと、１９３２年世界恐慌の頃、シカ

ゴにあるクラブアルミニウムという会社が倒産の危機に

なり、その時にハーバード・テーラーがそこの役員に迎

えられて、その倒産寸前の会社を立て直すために唱え

たスローガン。これが四つのテストです。これを自分の

会社に例えて考えてみて、如何に事業を発展させられ

るか、継続できるか、地域に如何に貢献していけるかと

いう視点でとらえると、もう少し身近に感じることが出来

ると思います。 

 高良パストガバナーは公認会計士でいらっしゃいます

ので、企業のコンプライアンスや永続性などに造詣が

深く、前年度一年間いろいろなところで発信されて来ま

した。大企業で一つ不正があると、日産・スバル・・・と

いうように不正はまた出てきます。日本の企業はどうな

っているのかという状態ですが、アメリカの犯罪学者で

あるクレッシーは不正には三要素がある。これを不正

のトライアングルと呼んでいます。 

① 動機の存在 

不正を実行することを欲する主観的な事情がある 

②機会がある 

不正行為の実行を可能ないし容易にする客観的環

境があること 



② 正当化 

不正行為の実行を積極的に是認する主観的事情 

これが揃うと不正が起きる可能性が高いと言われてい

るそうです。 

 では、企業でこれを防ぐにはどのようにしたらよいか。 

先ず、トップの経営者経営姿勢が大切です。例えば社

是・社訓や経営理念を通して、社内で倫理観、社会的

な或いは道徳的な責任の徹底を図ること。風通しの良

い社会風土を構築することが大切です。そのうえでコー

ポレートガバナンスを強化しましょう。一人に責任が集

中するのではなく、取締役会や監査役会など、多くの目

で見ることが出来る環境を作るということ。内部管理・

内部統制制度。リスクマネージメントの充実。例えば、

出納担当の経理課長に全てを任せて、１０～２０年の間

に何千万円も不正使用したと聞きますが、一人に任せ

っきりにしないということ。相互牽制を働かせて、組織

化しリスクマネージメントを確立することが大事であると

いうことです。 

企業の存続とよく言いますが、高良パストガバナー

は存続の『存』は存在価値の『存』だと。企業が社会に

存在価値があること。ただ儲かって会社が良ければよ

いのではなく、社会の公器として存在価値があること。

続は継続の『続』だとおっしゃっていました。 

クラブの話になりますが、よく職業奉仕はロータリー

の金看板だと言われています。クラブで職業奉仕活動

として何をやっても良いと思いますが、ただ企業を訪問

するのではなく、訪問することによって、その次に何を

得られるかを考えましょう。例えば、クラブ会員３６名が

それぞれの営みをされているわけで、その中で互いに

得るものがある。それぞれがどう考えて営業活動をや

って来たのか、お互いに知ることも大事だと思います。

経営理念やビジョンは改まって言う機会がないと思い

ますので、そういったことをこのクラブの中で話せる機

会を作ることも一つの方法だと思います。 

 ロータリークラブの中で奉仕はいろいろありますが、

職業奉仕はロータリーの会員になる時に、必ず自分の

職業を基にして会員になるのですから、そういう意味で

職業奉仕はロータリーの根幹ですし、一番最初に出て

くる奉仕活動だと思います。これを念頭に置いて頂ける

と有難いと思います。簡単ですが以上となります。 

 

◎ ニコニコボックス      樋口一樹親睦委員 
大越雅也幹事 

  北見丸折り返しです。残り半年微力ながら支えてま

いります。宜しくお願い致します。 

小後摩重正会員 

  新年おめでとうございます。平成もはや３０年となり

ました。今年もよろしくお願いします。 

福嶋昭会員 

  会員記念日祝を頂きまして有難うございました。 

  元気で新しい年を迎えました。今年もどうぞよろし

く。 

細井順子会員 

  会員誕生日祝を頂きまして有難うございました。 

  ２０１８年、今年は日興証券１００周年です。今後とも

皆様に親しみのある金融機関として取り組んでまい

ります。本年も宜しくお願い致します。 

平山滋也会員 

  新年明けましておめでとうございます。 

会員誕生日祝を頂きまして有難うございました。とう

年とって５４歳になりました。 

坂巻照代会員 

  皆様明けましておめでとうございます。 

２月３日のセミナーよろしければお越し下さい。 

  会員入会記念日祝を頂きまして有難うございまし

た。 

海野俊彦会員 

  今年もよろしくお願い致します。楽しい一年にしたい

と思います。先ずは健康からです。 

西山俊雄会員 

  年末からの『風邪』がやっと治って来ました。長引き

ますね。 

八木禧昭会員 

  本年も宜しくお願い致します。 

  北見丸あと半分です。頑張って下さい。 

佐々部宣宏会員 

  明けましておめでとうございます。北見年度も残すと

ころ６ヶ月となりました。最後まで頑張ります。 

高森政雄・笠原孝雄・豊場建伍・大井和子 

横尾博之・阿曽輝彦・青柳民朗・樋口一樹 

市川敏明・宮下賢各会員 

  新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞ

宜しくお願い致します。 

 

◎次週の予定 
１月１７日(水) クラブ協議会（うなぎ） 

◎会報               平山滋也会報委員 


