
本日のランチタイム・ピアノ演奏曲目

1. さくら・さくら 2. タラのテーマ（映画音楽） 3. ニューヨーク・ニューヨーク(映画音楽）

2006～07・RIテーマ

2007年4月4日

（第2254回）

2007年4月11日

（第2255回）

例会日 出席 欠席 出席率

3月28日 ２９ １１ 69.05％（５３名中１１名免除）

3月07日 ３１ 免除会員出席６名メークアップ５名（73.81％）

前回例会（2253回）3/28の主な内容

「 週報つくりで学んだこと 」

田 代 精 作 会員

例会担当：広報雑誌・会報委員会

◎ （財)ロータリー米山記念奨学会より
感謝状贈呈

菅野会員へ
（第７回目マルチプル米山功労者）

◎ ロータリー財団管理委員会より贈呈
熊澤会員へ
マルチプル･ポール･ハリス･フェローピン

◎ 会長の時間 会長 石井賢治

『 アスクルの躍進のもと 』

なごやかな例会前の
懇談のひととき

アスクルは、オフィス用品の通信販売業者であ

ります。文具メーカーのプラスから1997年に分社･

独立しました。躍進のもとは、意識と業態の改革
にありました。

「最終消費者こそ真の顧客」と云う意識に目覚

め、的を中小事業所に絞った。中小オフィスは、

メーカーの販売員も訪ねない盲点でありました。

お客がカタログによって商品を注文すると、品物

が“明日くる”ようにした。社名の由来でありま
す。又どこのオフィス用品も取扱った。

今や、取扱商品は360メーカーを超えて
13,400アイテム以上に達しています。

更にメーカー、エージェント、配達業者、
情報システムの開発･運用会社など、多くの
パートナー企業の夫々が、得意な役割を分担
し乍ら、総力を結集した一大企業体のように
なって、ユーザーニーズに対応する仕組みを
作った。その仕組みの中で、アスクル自体は
パートナー企業が情報を共有できるようにす
る「マーケティング・プラットホーム（基
盤）」であるべきだと考えた。お客様からの
問合せや要望や苦情等に対応する「カスタ
マー・リレーションシップ・センター」を本
社の中枢に据え、それを他の部門が同心円的
に取囲むような構成にしているのは現れであ
ります。

アスクルは、“キョウクル”と社名を変え
てもいいほどに、サービスの速さと質を高め
ています。

因みに、現在資本金は35億円、今期（5月
20日)売上高は1,780億円、経常利益は90億円
見込です。

以 上

＜某経営懇話会資料より＞

「公証役場でできること」
平野町公証役場

公証人 辻本 三代太郎 氏

例会担当：社会奉仕委員会



◇◇◇委員会報告◇◇◇
親睦活動委員会 （石橋副委員長）

・春の日帰り親睦旅行の再度ご案内

日程：4月8日(日) 8：00集合出発

場所：丹後半島・奥伊根方面

会費：会員10,000円 家族8,000円

昼食：奥伊根温泉 油屋にて

◇◇◇委員会だより◇◇◇
日時：3月28日(水)13：30～

場所：「高瀬」 出席：４名

議題：会員増強について

卓 話 目から鱗が落ちる話
－ 国際ロータリーを知ろう －

熊澤 忠躬 会員

石井 会員 一寸嬉しいことがありました。

田代 会員 牧野会員先日お世話になりま

した。有難うございました。

橋本 会員 伊東幹事お世話になりました。

3/28 結婚・誕生ニコニコBOX累計

1,309,000円

◎ 幹事報告 （伊東幹事）
・3月20日が創立46周年記念日でした。

・次週4月４日(水)は理事会が開催されます。

・（門真・守口イブニング・守口）ＲＣの

三クラブ合同コンペご案内

日時：5月19日（土）午前9時15分集合

場所：きさいちＣ.Ｃ

スタート： 午前9時45分 松コース

会費： 6,000円

先般、田中修二ロータリー財団委員長より本日
の卓話を依頼されました。

理由は、今年は、守口ＲＣ４６周年に当るの
でロータリーに関する卓話をしてほしいとのこ
とです。

考えれば、昨年が４５周年記念をやり、何で
４６周年をするのか、特別な意義あるのか不思
議に思いました。よく考えると、あと４年後に
５０周年と言う大きな節目を迎えるのです。
46・47・・・とかタイムカウントすると、次第
に関心が高まり５０周年には盛り上がりが頂点
に達するわけで、成程考えたなと感心した次第
です。

最近の卓話をずっと聞いていますと、仲々良
いテーマ、胸をつく内容のものが、良い講師に
よってなされています。しかし不思議にロータ
リーとは何か？ということには触れてません。
新入会員などは、希望に燃えて入ったのにロー
タリーが、ライオンズと変わらないのではない
か、ただ会費が高いだけなのか？と不満に思っ
ておられる方々もあるのではないかと、何か、
目に鱗がついてよく見えないというのが本心だ
ろうと思います。そこで、本日は「目から鱗の
落ちる話」をしてみます。これは先般、中之島
ＲＣでの卓話の内容をかえてロータリー中心に
したものです。

目から鱗が落ちるとは？
常日頃よりよく聞く言葉です。 意味は大体察
しがつくのですが、果たして目に鱗があるの
か？何時誰が云い出したのか、その原典はある
のか？ちょっと質問しても誰も知らない。

そこで、物知りの小西元会員に電話して聞い
た所、
①魚が泳いでいて水流ではがれた鱗が目にはま
り、又泳いで落ちて瞬間によく見える様になっ
た。
②昔は芝居で目が不自由な役を演ずる役者は、
目に鯉の鱗を裏返してはめ、丁度コンタクトレ
ンズの様にはめて演技をした。 芝居がおわり
鱗をとると急に明るくなり何でも判り、ほっと
した、その心境を言う。果たして勝新太郎が、
そうしたかどうかは知りません。しかし、原典
がわかりません。 そこで、講談社の日本語大
辞典（梅棹忠夫、日野原重明監修）の1929ｐに
まさしく詳しくのっています。

新約聖書「使徒行伝｣、何かを契機と

して、真実の姿が見えて来て、よく理解
出来るようになること。
The acales drop from one’s eyes.
まさに2000年前、イエス キリストが
云った言葉です。

ご存知でしたか、まさにこの一知識を
知るだけで、目から鱗が落ちた思いがし
ます。
そこで本論に入ります。

（注：このあと３ページに続きます）⇒



⇒ （週報第３４号２ページの続き）

卓 話 目から鱗が落ちる話
－ 国際ロータリーを知ろう －

熊澤 忠躬 会員

ロータリーの基本的な精神とは、Ｉ Serve に

あります。つまり、ロータリアンは、自分のモラ

ルをロータリークラブの中で高めていくことです。

日本語では、恐らく仏教から来たと思われる陰徳

を養うと理解されます。この陰徳を英語では何と

言うか？英語の辞書とロータリー用語集から検べ

てみましたが見当たりません。最も近い言葉とし

て有名な He Profit most who serves best

(奉仕に徹する者は最大の利益を得る) 1908年

ポール・ハリスが床屋で散発されている中突然に

聞いた言葉です。何か利益をうるために奉仕に精

出せと云っている様で日本人にはあまりなじめま

せん。所が、これに近い言葉が日本大辞典にあり

ます。

「陰徳有れば陽報あり」 陰徳を積めばより報い

がやってくる」。人間の考えることは昔から東も

西も同じです。又英米人はお礼をいわれると、そ

れは私の喜びなのです。 It is my pleasure と

答える。恐らく他人への好意は自分の心を満足さ

せているのだということで、恐らくキリストの教

えだと思います。

We serve の考え

1917年(大6年)（1905年にロータリーが出来たの

で12年後）全米身障児協会が義援金の寄付をロー

タリーに申しこんで来ました。当時24クラブ、

2700人のメンバーがいたが、意見が真二つに分か

れた。反対派の意見は「ロータリーは I serve

であり、We serve ではない」と大論争になり、

遂に分裂して、別の主旨クラブが出来た。これが

ライオンズクラブである。

その意味は、Liberty Intelligence Our Nations

Safety （我が国の安全の為に自由と智能を）

頭文字をとり「Lions」となり、決して贓物のラ

イオンではない。このクラブは We serve を奉仕

の主眼とした。しかし、その後アングロサクソン

だけではなく、全世界の身障者協会に発展したの

でロータリーもこれに参加することになり、1922

年(大12年)に国際奉仕がつくられ、

ここにロータリーの
四大奉仕（①クラブ奉仕 ②職業奉仕
③社会奉仕 ④国際奉仕）が完備したわけ
です。
私は、 Ｉ serve と We serve を単純に

理解した。

I serve する時は

陰徳であり宣伝しない

We serve する時は

広報で世間に知らせる

ロータリーとライオンズとの違いはロータ

リーは、I serve を基本にしているから、

あくまでも親睦をもって奉仕の心を養い、

社会に対して奉仕の心を放流する。奉仕を

する団体ではない。法的拘束力はない。気

持が合えば団体で身を挺する奉仕をするの

で寄付主体ではない。この故に他奉仕団体、

奉仕活動に寄付することは原則的に禁止さ

れている。 奉仕団体ではないので税金控

除はない。

ライオンズはWe serve が基本であるから、

寄付すれば満足であり、宣伝は強調されて

いる。その故に奉仕団体として定義され税

金の控除がある。

----------------------

（ロータリー情報集より抜粋）

◎ ロータリーの発祥

ロータリー運動は、1905年2月23日の晩。

アメリカ合衆国シカゴで、孤独と疎外感に

悩む青年弁護士ポール・ハリスが、かねて

温めていたアイディアについて話合うため、

３人の友人と会合したときに生まれました。

その夜、ポール・ハリスと石炭商のシルベ

スタ・シール、仕立屋のハイラム・ショー

レイが鉱山技師ガスタバス・ローアの事務

所にあつまりました。

この４人の会合で、ポール・ハリスは、か

ねてからの主張である“実業人が友愛の気

持ちで親しみ合い、仕事のうえでの知り合

いの輪を広げていくために定期的に集まる

会をつくる”というアイディアを提案しま

した。４人が話し合った結果、１つの職業

から１人だけを会員として選び、クラブを

つくることになりました。

このグループの会合は、会員の事業場を輪

番に会場として、週に１回開かれました。

この輪番制にちなんで、クラブの名称を

「ロータリー（Rotary)」としました。


