
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1343 回 （本年度 26 回） 

平成 28年 1月 28日（木）  

点  鐘  市 川 功 一 会 長 

司  会   古 越 孝 男 副会場監督 

斉  唱 「四つのテスト」 

会員出席報告 江口 進 親睦委員 

欠席者：今井会員、小泉会員、神谷会員、徳安会員、高木会員 
 

お客様紹介 市 川 功 一 会 長     

峯岸 雅宏様（川崎北ＲＣ） 
 
本日のミニ情報 市川 功一 会長 
ＲＩは 2011－12 年度から４種類の会員形態の試験的プ

ログラム（法人会員、準会員、革新性と柔軟性のあるク

ラブ、衛星クラブ）を実施しています。例会頻度を柔軟

に決めたり、新しい会員種類を設けたりして入会を促す

新しい方法です。当クラブの友の会はこれらとは違いま

すが、一度例会に来られた方との繋がりを保つ有効な手

段と考えます。 
 

会長報告 市川 功一 会長（２月４日） 
 
◇理事会報告 

１．会長案件 

①「川崎中原RC 友の会」申込状況の報告  
 
② 2/ 9（火）ＩＭ  川崎中原RCが担当する 懇親会の

役割分担（人員配置） 

  案内･誘導（ホールから宴会場へ） 

市川会長、会田幹事、仁上会員、島田会員 

鈴木会員、山田会員 

  設営（テーブルセッティング等） 

    江口会員、古越会員、今井会員、小林会員 

宮崎会員、髙瀬会員、戸張会員、若狭会員 

山本会員、（都倉会員） 
 

③ 2/24（水）６RC合同例会について 

    会長･幹事・ＳＡＡ･親睦･事務局は、17時集合 

各RC持ち物の確認  
 

２．クラブ奉仕委員会より 

 ① ２月および３月のプログラム承認 

 ② ドイツ大使館移動例会について  

 

３．職業奉仕委員会より 

 ① 2月18日(木) 東京ドーム 職場訪問移動例会につ

いて 案内状配付 
  

② 3月17日(木) 日本理化学工業㈱ 川崎工場  

職場訪問移動例会について 

******************************************** 

１． 地区より、2016-17年度 Ｒ財団プログラムに参加す

るためのクラブの参加資格認定：覚書（ＭＯＵ）の

提出依頼がきております。2016-17戸張会長、2017-18

髙瀬会長にご署名いただき提出致します。 
 
幹事報告 会田 公雄 幹事（２月４日） 
１．地区からの来信 

 ①2月のロータリーレートは、1ﾄﾞﾙ＝120円（1月から

変更なし）との連絡が入っております。 
 

２．川崎宮前RCより、第1 第2 第3ｸﾞﾙｰﾌﾟＩＭについて、

確認の連絡が届いております。 

  日時：2月9日(火) 登録開始14：00 点鐘14：30 

  会場：エポック中原 

  昨年12月に配付のリーフレットをお持ち下さい。 
 
３．他クラブ例会臨時変更 

●川崎大師RC 

2月10日⇒9日(火)ＩＭ参加 

  2月24日(水)創立43周年記念例会 

       川崎商工会議所12F 点鐘18：30 

●川崎高津RC  

2月18日⇒17日18日 金沢へ親睦移動例会 
 

４．次回例会は、  

2月18日(木) 東京ドーム職場訪問移動例会。 

  集合は、11 時30分 水道橋「後楽園飯店」です。 
 

クラブフォーラム (職業奉仕)  
◆若狭 滋則 職業奉仕委員長 

 
職業奉仕のクラブフォーラムという

ことで、本日は、江口会員と宮崎会員

のお二人にお話しいただきます。 

よろしくお願いいたします。 
 
 
 

 
◆江口  進 会員 
私が縁あって川崎中原ロータリークラブに入会させ

ていただいてから、早くも半年が経過しました。この間、

研修ほか、多くの方に「職業奉仕」をはじめとするロー

タリークラブの理念を教えていただきました。さらに、

他クラブのＨＰに掲示されている書籍についてもご紹

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２６名 １７名 ９名 ７７．２７％ 

前々回(1月 14日)欠席 10名 Make up ３名 ８６．３６％ 

 

  

 

川崎中原ロータリークラブ会報 川崎中原ロータリークラブ会報 

◆例会場 ホテル精養軒 木曜日 PM12:30～（第 2 週 AM7:30～）TEL:044-711-8855（東横線 武蔵小杉駅徒歩 3 分） 
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会長・市川 功一  幹事・会田 公雄  会場監督・高瀬 建夫  会報委員長・戸張 裕康   

事務所・〒211-0063 川崎市中原区小杉町 3-70-4 ホーユウパレス武蔵小杉 104 
TEL.044-722-7282 FAX.044-722-0066 E-mail:info@nakahara-rc.com 

 

『世界へのプレゼントになろう』 Be a gift to the world 

ＲＩ会長 K.R.“ラビ”ラビンドラン 第２５９０地区ガバナー 箕田 敏彦 



介をいただき、実際にいくつかの

記事を閲覧いたしました。そうし

た記事の中に、近江商人の言い伝

えと言われる「三方よし」という

言葉が紹介されていました。これ

は「売り手よし」「買い手よし」

「世間よし」という言葉から成っ

ています。即ち、売り手は利潤を

得ることができ、買い手は良きものの購入によって満

足を得る、そして交易を通じ社会全体が潤うという考

え方です。これを現代に置き換えると、財やサービス

を受け取る消費者、消費者にこれらを提供する企業、

企業からの納税により活動する政府・地方自治体に置

き換えることができます。 

 さて、税理士という私の仕事柄、お客様からは「節

税をしたい」というご要望を頻繁にいただきます。確

かに、適正な会計処理によって余計な税金を納めなく

て済むことは大変重要なことでありますが、時として、

税金という「職業を通じた社会奉仕」について誤解を

抱かれている方が多いようです。世間一般で「節税術」

とされている手法の多くは、単なる納税の先送り（費

用の早期計上）や、キャッシュフローの毀損（無駄な

支出による利益の圧縮）に過ぎず、本当の意味で「税

額の圧縮と企業業績の向上」を共に実現するには長期

にわたる地味な取組みが必要です。むしろ「納税をま

ともにしない企業は存在価値がない（永守重信 日本

電産創業者の言葉より。倒産に瀕した名門企業、三協

精機製作所を再建した際に訓示した言葉です）」として、

正しい納税に努めること、これが職業奉仕につながる

基本的な考え方だと思います。今後も、川崎中原ロー

タリークラブの先輩各位にご指導を仰ぎつつ「適正な

納税（と節税）」の実現を通じ職業奉仕の精神を涵養し

たいと思うところです。 

◆宮崎 玲児 会員 

先日、例会のロータリーミニ情

報で市川会長が職業奉仕につい

て次のようにお話しされていま

した。「職業奉仕とは、高い専門

的能力と高い倫理観を持ち仕事

をする。仕事を通して顧客、引い

ては社会に貢献する。結果として

事業は発展する。」わたしはこの

言葉の中で、「高い専門能力を持ち仕事をする。」とい

う点を今まであまり意識していなかったのではないか

と、市川会長のお話を聞いて思いました。この専門性

はある程度努力や勉強することでたためることができ

ます。社会保険労務士という仕事を通じて、高い専門

性を持って顧客の企業に貢献できればと思っておりま

す。 

 話は変わりますが、3 月 17 日に日本理化学工業株式

会社に職場訪問することになっています。この会社は

テレビや新聞で多数取り上げられていてご存知の方も

いらっしゃると思います。法政大学の坂本光司教授の

書いた「日本で一番大切にしたい会社」という本があ

り、2008 年に出版されたあと、好評で現在 5 巻まで出

版されているのですが、その第 1 巻の一番最初に紹介

されているのがこの会社です。なぜ取り上げられている

かというと障害者を多数雇用しているからです。約 80

名いる社員のうち 60 名が知的障害者なのです。 

 この会社が障がい者を雇い始めたときのことについ

て少しお話ししたいと思います。当時日本理化学工業は

大田区に会社がありました。現在会長の大山康弘さんが、

まだ社長になる前、会社の近くの養護学校の就職担当の

先生が熱心に何度も就職の依頼に来られたそうです。大

山会長は何度か断ったそうですが、「生徒は卒業後、施

設に送られ、働くことを知らずに一生を終えてしまうの

です。せめて実習だけでもやらせてくれませんか」と言

われて短期間の実習だけなら、と受け入れたそうです。

受け入れた 2 名の実習生は一生懸命働いたそうです。

やがて実習期間が終わるころ、ひとりの社員が会長のと

ころにやってきて、「こんなに一生懸命やってくれるん

だから、あの子たちを雇ってあげてください。私たちが

面倒をみますから」といったそうです。これは現場の人

たちみんなの意見だと。そしてその 2 名を卒業時に採

用し、少しずつ障がい者を採用していき、現在に至って

います。 

 私は以前工場を見学したことがあります。工場では、

障がい者が作業しやすいよういろいろな工夫がされて

いますので見学の際はそういう点も面白いです。また、

一生懸命働く従業員の姿は、「果たして自分はこんなに

一生懸命仕事をしているだろうか」と思うほど素晴らし

いものです。皆さん職場訪問を楽しみにしていてくださ

い。 

 
 

ニコニコ報告   江口 進 親睦委員 
 
峯岸 雅宏 様（川崎北 RＣ） 
本日はお世話になります。 

市川 功一 会長 会田 公雄 幹事  
職業奉仕月間の 1 月の最終例会は、職業奉仕のクラブフォ
ーラムです。宮崎さん、江口さんよろしくお願いします。 

小林 正樹 会員 
 峯岸さんようこそ。いつもお世話になります。 

ＳＡＡ一同 
インフルエンザが流行していますので、うがい、手洗いをしま
しょう。 

親睦委員会一同 
これから寒さも本番です。また、大雪が降るかもしれません。イ
ンフルエンザも流行っているようです。会員の皆様におかれま
しても、ご自愛くださいますようお願い致します。  

「みんなニコニコ」   

Mr・鈴木 会員・原 秀元 会員・若狭 滋則 会員 
 

 
 
 
次回２月１８日（木）の予定 

東京ドーム職場訪問移動例会 

ニコニコボックス 本日 9,000円 累計 491,000円 

記念日ニコニコ 本日 5,000円 累計 70,000円 


