
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 1543回 （本年度第 14回） 

令和 5年 1月 19日（木） 早朝例会 
 

点  鐘  神谷  直 会 長 

司  会    下條恵理子 会場監督 

斉  唱 「四つのテスト」 
 

会員出席報告  
 

欠席者：今井会員､遠藤会員､菅野会員､永澤会員､大羽会員 
徳安会員､髙木会員､上野会員 

 
 
 
 
 

    
お客様紹介 本日はいらっしゃいません 
 

委員会報告  

◇宮崎プログラム委員長 
 2 月 2 日(木) の例会は、財団学友の田辺とおる様に

卓話をお願いしております。ご案内状を作成しま
したので、会員の方はもちろん入会候補者の方な
どお誘いいただければと思います。 

 

◇江口会長エレクト 
 本日、アンケート用紙をお渡ししております。 

皆様からのご意見ご要望をお伺いして、次年度の 

クラブ運営に活かしていきたいと思いますので、 

ご協力お願い致します。 
 

職業奉仕クラブフォーラム  

宮崎玲児 職奉仕委員長 
 職業奉仕とは、ロータ

リークラブの根幹を成すも
のです。本日は、当クラブ
のベテランである市川会
員、小林会員、そして新進
気鋭の阿部会員からそれぞ
れの事業を通じてどのよう
な社会貢献を成しえたか、
更にその貢献をそれぞれの事業にフィードバックさせた
か、お話をうかがいたいと思います。  
  

 
◇市川功一会員 
 クラブフォーラム（職  
業奉仕）の意義とは、会
員が自らの職業について
語ることで、クラブの活
動に役立てるところにあ
ると思います。 
 わが国では、職業奉仕
に相通ずる言葉として、近江 商人の「三方よし（売
り手によし、買い手によし、世間によし）」という言い
伝えがあります。弊社は、住宅をメインの建築請負業
ですが、住宅を提供することで、少なくとも次のよう
な社会貢献ができます。 

・若い人の独立の手助け 

・防災や耐震で社会の役に立つ 

・オーナーの生活を保障する 

・入居者の快適な生活 

・ペット可、楽器可など多様なニーズに応える 

さて、ロータリーにおける職業奉仕の精神を伝える 

ものとして、ハーバート・テーラーが提唱した「四つ
のテスト（1932 年）」が有名です。当時、テーラーは、
倒産寸前の会社を再建するために奔走していましたが、
四つのテストは、その再建にあたり、根幹となるべき
原則を示したものです。 

・「真実かどうか」→商売にあたり嘘をつかない。 

・「みんなに公平か」→すべての顧客に公平に接する。 

・「好意と友情を深めるか」→ビジネスを通じて信用     

を獲得する。 

・「みんなのためになるかどうか」→商売は、双方が  

利益を得るべきものである。関係者すべてが適正な 

利益を獲得するもの。 

弊社のビジネスにおいても、こうした原則を大事
にしたいと思います。 

 

◇小林正樹会員 
 ロータリークラブが他
の奉仕団体と異なる最大
のポイントは「Ⅰ ｓｅ
ｒｖｅ」、即ち、会員が
各々の職業を通じ、個別
に社会に貢献奉仕するこ
とにあります。職業人以
外の方もロータリークラブに加入できるようにはなり
ましたが、ロータリー１００年以上の歴史において、
「Ⅰ ｓｅｒｖｅ」の理念が根底に 
あることを忘れないでほしいと思います。 
本日皆さんにお配りした資料は、かつて私が学んだ

職業奉仕についての講演記録です。 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２２名 １２名 １０名 ６０.００％ 

前々回(12 月 1 日) 欠席 7 名 Make up 2 名 ８１.８２％ 
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 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 第１木曜日 PM12:30～ 第３木曜日 AM7:15～ TEL:044-711-8855 
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『イマジン ロータリー』  IMAGINE ROTARY 
ＲＩ会長 ジェニファー・ジョーンズ 第２５９０地区ガバナー 志村雄治 

井元雄一会員 
  
肩甲骨周りのストレッチ  

 



・「クラブ職業奉仕委員長会議報『職業奉仕とは何か 
 』」（第 2640地区職業奉仕委員会 角谷浩二） 

・「2011－12年度 第 2590地区 職業奉仕委員会 
 第１回打ち合わせ」（地区職業奉仕委員長 箕田 
 敏彦） 
職業奉仕の理念、その実践と課題について網羅的に 
述べられていますので、時間のある時に、何度でも 
読んでいただきたいと思います。 
 

◇阿部 央会員 
私がコンビニ経営を始め

て 15 年が経ちました。ロ
ータリークラブに入会し
て約 9 カ月、職業奉仕に
ついて触れることができ
ました。今後理解を深め
たいと思います。本日
は、自分なりに考えた「自分のビジネスを通じた職業
奉仕」について述べていきます。  
◆「世のため人のため」の店舗運営 
店舗運営を通じ「世のため人のため」地元の皆様  

に貢献しようと努力しております。セブンイレブンは
発足から 50年を迎えました。多くのお客様のご愛顧も
あり、全国で約21,000店を展開、オーナーも約16,000
名に達しております。私がセブンイレブンと契約をし
ようと決断したのは、他のＦＣに比べて、良い商品が
多いと判断したからです。 

商圏は約 350ｍと狭く、競争は厳しいですが、工夫
を重ねて発展を目指しています。私が開業した当初は、
本部の方針をそのまま実行することが原則でした。し
かし、コロナ禍などを契機に、顧客の声を反映するこ
との重要さを痛感、オーナーの要望により、柔軟な店
舗経営をすることができるようになりました。例えば、
地元の野菜販売など、地域の方に喜ばれる品揃えが可
能となったわけです。  
◆人手不足時代の店舗運営 
セブンイレブンのスタッフは１店舗平均約 15名、 

そのうち半数は高校生などの学生です。学生に接客な
どを教えるのはなかなか難しいのですが、「人づくり」
という、社会に貢献する大事な役割と考えております。 
ここ数年で人材不足が深刻化しています。しかし、

これは同時に「人手不足の解消」を目指すのではなく
「少ない人員で事業を維持発展させる」契機であると
考えております。現在セブンイレブンでは「セミセル
フレジ」を導入しておりますが、今後は完全な「セル
フレジ」導入に踏み切る予定です。さらに、これまで
人手に頼っていた「商品仕入」もＡＩに任せる計画も
あります。また、顧客を待つだけでなく、新たな宅配
事業「７ＮＯＷ」も計画されております。 

新しい取り組みについては期待感と不安がそれぞ
れにありますが、さらに邁進する所存です。    
 ニコニコ報告      

◆川崎鷺沼 RC 小川 湧三様 
今年もよろしく。お世話になります。   

◆神谷 直会長・内藤松雄幹事 
みなさん、おはようございます。 
本日も、はりきっていきましょう。  

◆市川功一会員 
 今日はクラブフォーラムでお話をしますのでよろし

くお願いします。「職業奉仕」を改めて勉強する良
い機会になりました。 

◆小林正樹会員 
本日職業奉仕フォーラムにて、少々お話をさせて頂
きます。宜しくお願いいたします。 

◆江口 進会員 
７月に始まった神谷年度も早くも後半に入りました。
6 月末までの約半年間、クラブの活動を盛り上げて
いきましょう。  

◆ＳＡＡ一同 
寒いですが、すがすがしい朝ですね。今日も楽しい
例会にしましょう。本日は、職業奉仕のクラブフォ
ーラムです。皆さんのお話楽しみです。 

◆親睦委員会一同 
 昨今、朝晩めっきり寒くなりましたネ。皆様お体に

はご自愛ください。本日の職業奉仕フォーラム宮崎
委員長よろしくお願いします。 

◆「みんなニコニコ」 
 宮崎玲児会員・細田 研会員 

 
会長報告 神谷  直 会長 （２月２日）   
１．理事会報告  

幹事報告 井元 雄一 副幹事（２月２日）   
１．地区からの来信 

① 入会 3 年未満の新会員を対象とした 
「フレッシュ交流会」のご案内が届いております。 
 日時：2023 年 3 月 24 日(金) 17：00-20：30 
 会場：ﾖｺﾊﾏｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ 3F   
※対象者は、大羽会員･下條会員･菅野会員 
上野会員･遠藤会員･阿部会員･永澤会員（7 名）  
②オンライン RLI 卒後コース開催のご案内。 
日時：2023 年 2 月 12 日(日) 9：00-15：15   

２． 他クラブ例会臨時変更 
●川崎大師 RC  

2 月 8 日(水)休会 
2 月 22 日⇒25 日(土)  創立 50 周年記念式典  
ホテルニューグランド 点鐘 17：30 

●川崎とどろき RC  
2 月 13 日⇒14 日(火) 6RC 合同例会 KSP 点鐘 18:00 
2 月 27 日(月) 休会 

●川崎中 RC  
2 月 14 日(火) 6RC 合同例会  KSP  点鐘 18:00 
2 月 21 日･28 日(火) 休会 

●川崎北 RC  
2 月 15 日⇒14 日(火) 6RC 合同例会 KSP 点鐘 18:00 

●川崎中央 RC  
2 月 20 日･3 月 20 日(月)  休会 

●新川崎 RC  
2 月 22 日･3 月 8 日(水)    休会 

 
３． 他クラブ会報の回覧 川崎とどろき RC 

 
４．本日例会終了後、被選理事会を開催します。 

次年度理事･役員の皆様ご出席お願いします。 

  

ニコニコボックス 本日 12,000 円 累計 252,000 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 50,000 円 

２月２日(木)  点鐘 12：30 
卓話：財団学友 田辺とおる様 
演題：財団奨学生によって拓かれた  

「 回り道社会貢献 」  
２月１４日(火) 点鐘 18：00 
 ６ＲＣ合同例会 ホテルＡＲＵ ＫＳＰ  
３月２日(木)  点鐘 12：30 
卓話：川崎市長 福田紀彦様 


