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公式訪問前クラブ協議会
野田三郎ガバナー公式訪問
観月例会（18:30～米沢観光園）
内部卓話「職業奉仕セミナー等報告」
藤本博和職業奉仕委員長 他

８月２７日

の記録

開会点鐘
 ソ ン グ

それでこそロータリー

 ゲ ス ト

高山英一郎氏（日本ロータリーEクラブ2650）

 ビジター

片山 勇氏 （大分臨海RC）

会長の時間

幡手 一義 会長

みなさんこんにちは。先日は台風15号で大荒れとな
りましたが、被害はなかったでしょうか。
先週例会後に今年度奉仕プロジェクトである桜並木
のベンチ設置作業に参加されたみなさん、ありがとう
ございます。大変お疲れさまでした。29日は後半の作
業がありますので、またご協力よろしくお願いします。
今日は、雑誌から「近江商人に学ぶ、傍楽商売」と
いう記事を紹介します。
江戸の町を活気にあふれさせたのは、近江商人だっ
たという。その心得はやがて三井、丸紅、高島屋など、

事務局

数々の日本を代表する企業の礎を築いた。
近江商人とは、鎌倉時代から江戸時代に活躍した商
人集団で、近江国（滋賀県）の琵琶湖周辺を出身とす
る者たちでした。江戸時代になると九州から北海道ま
で全国に広がっていきます。
近江商人には、「商売の十教訓」というものがあり
ます。現代語に訳してまとめたものを紹介します。
◇「商売の十教訓」
一、商売とは世のため、人のために奉仕することであ
る。世のため、人のために勤勉に働けば、利益は
あとからついてくる。

〒872-0032 大分県宇佐市江須賀2999-2 (株)ユニックス内
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二、店の大小は問題ではない。商売をする場所が良い
悪い、という問題でもない。いい商品を、お客さ
んに提供できれば、おのずから商売は繁盛する。
三、「商品を売りさばいてしまえばそれでいい、あと

日時：10月3日(土) 13:00～17:00
場所：羽田多目的交流館(日田市)
２．例会変更
宇佐八幡RC：①9/18(金)→9/20(日)に変更；家族日

のことは知らない」というのでは繁盛しない。売

帰り旅行の為

ったあとに、いかに面倒を見るかが大切である。

に連絡を。（外部卓話 高千穂神社禰宜）

四、資金の少ないことを嘆くことはない。むしろお客
さんへの信用が足りないことを嘆くべきである。
信用を得ることにまずは励むべきである。
五、商品を無理やり売りつけることはしてはいけない。
お客さんの「好むもの」を売るのも、本当の商人
ではない。本当の商人とはお客さんの「ためにな
るもの」を売るものである。
六、いい商品を売ることは善の行いといえる。いい商
品を、多くの人たちに買ってもらう努力を重ねる
ことは、それだけ世の中のためになることである
から、よい行いといえる。

②9/25(金)にMUされる方は事前

くにさきRC：①9/16(水)18:30～「料亭 東」に変
更；観月例会の為 ②9/23(水)は休会
杵築RC：9/10(木)→9/9(水)12:30～「大分空港2Ｆレセ
プションルーム」に変更；公式訪問合同例会の為
中津中央RC：①9/15(火)18:30～「香露庵」に変
更；月見例会の為 ②9/22(火)は休会
中津平成RC：9/17(木)19:00～「グランプラザ中津
ホテル」に変更；観月例会の為
※日出RC、湯布院RC、別府RC、別府北RC (9月)の
例会変更の確認は事務局までお願いします。
３．週報受理

七、紙一枚のサービスでも、お客さんは喜んでくれる

豊後高田RC、中津中央RC、中津平成RC

ものである。商品を買ってくれたお客さんには、

４．理事会報告（承認事項）

何でもいいのでサービス品を提供すべきである。

1）９月プログラムの件

何もなければあなたの笑顔を分け与えなさい。
八、「正直な値段」で、一生懸命「正直な商売」をす

3日 公式訪問前クラブ協議会（クラブ内実施）
10日 野田三郎ガバナー公式訪問例会

るのが商売繁盛のコツである。不当な利益を得よ

17日 観月例会（例会変更）米沢観光園 18:30～

うとすれば、お客さんは離れる。しかし、無理な

24日 内部卓話「職業奉仕セミナー報告」

値引きは、自らの商売が成り立たなくなることを
忘れてはいけない。

藤本博和職業奉仕委員長
2）竹田 豊会員 出席免除の件

九、つねに損益のことを考え商売をするのが本当の商

５．お知らせ

人である。いい加減などんぶり勘定では、末永く

1）観月例会、公式訪問、委員会、周年行事開催につ

繁盛していくことはできない。今日一日でどれだ

いての案内と出欠を回覧中です。ご確認下さい。

けの損益が出たか、しっかり明らかにしないうち

2）次週クラブ協議会の際は本日配布の資料をご持参

は、夜寝てはいけない。

ください。委員長欠席の場合は方針代読の依頼を

十、「いまは景気が悪いから、物が売れない」という
のは言い訳にすぎない。どんなときでも、繁盛す
る商人は色々な努力や工夫をして、儲けを出して
いくものである。

６．欠席連絡
辛島光司会員、河村正一会員、藤林鋭司会員
７．本日の当番

この続きは、またの機会に紹介させていただきます。

幹事報告

お願いします。

住本 憲彦 幹事

１．来信
1）地区大会記録誌；登録会員へ配布
2）地区より「社会・国際奉仕部門セミナーの案内」；

臼杵 確会員、小野田義文会員

今月のお祝い
本人誕生日
臼杵 確会員：
8月4日で51才になりました。

委員会報告

津々良洋一会員：残暑お見舞い申し上げます。秋野さ

◎社会奉仕委員会

川端克弥委員長

先日8/20は、桜並木擬木ベンチ設置作
業に協力の皆様ありがとうございました。
8/29(土)朝6:30～フラワーロード花壇

んにお手数掛けました。
末宗為十会員：皆様、台風御見舞い申し上げます。／
奥田会員、昨日テレビで宇佐市と生コン組合協定の
ニュースを見ました。

と桜並木の整備、清掃をします。ご協力

臼杵 確会員：残暑お見舞い申し上げます。

よろしくお願いします。

本庄伸子会員：9/4(金)白ワインの会をリバーサイド
ホテルで開催します。よろしくお願いします。

◎国際奉仕委員会

米澤哲也副委員長

本日(8/27)18:30より、翔山にて国際奉
仕委員会を開催します。出欠を回覧して
おります。ご参加よろしくお願いします。
◎ワイン愛好会

本庄伸子会員

9/4日(金)に白ワインの会を「リバー
サイドホテル宇佐」で開催します。19時
集合、19:30頃開始予定です。多くのご

川端克弥会員：先日社会奉仕の作業に参加された方、
大変お疲れ様でした。ありがとうございました。

ニコニコ累計

98,000 円

外部卓話
「 Eクラブをご存知ですか？」
日本ロータリーEクラブ2650 高山英一郎氏
Eクラブとは

参加よろしくお願いします。

・現在の皆さんと同じで、

佐々木正博会員より退会の挨拶
この度、会社の事情によりや

一人1クラブの所属
・ロータリーEクラブは、

むを得ず退会させていただきま

すべてのロータリーク

す。事情の改善ができ次第、再

ラブと同じ方針

度入会したいと考えております。

・Eクラブが例会をクラブのサイト上で行う。定めら

50周年には何とか出席参加をしたいと思います。

れた曜日と時間に例会場に行く代わりに、Eクラブ

皆様には大変お世話になり、ありがとうござい

の会員は、一週間のうちであれば、24時間どの曜日

ました。

でも例会に出席できる
（Eクラブ2650は、Facebook上で会員のみ限定公開の
ページ上で、出席のコメントを書き込みます）

宮丸 龍昭

・すべてのロータリークラブと同様、ロータリーEク
ラブは毎週例会を開き、地元や海外の地域社会で奉

幡手一義会長：日本ロータリーEクラブ2650の高山英
一郎さん本日は宜しくお願いします。／先週奉仕プ

仕プロジェクトを実施し、ロータリー財団を支援し、
会員同士の親睦を楽しむ

ロジェクトのベンチ設置に参加された会員のみなさ
ま有難うございました。
佐々木正博会員：お世話になりました。ありがとうご
ざいました。
宮本順二会員：高山さん、片山さん今日はありがとう
ございます。よろしくお願いします。
佐藤憲三郎会員：宮本委員長、広報IT研修会報告お願
いします。高山さん、片山さんようこそいらっしゃ
いました。よろしくお願い致します。

Eクラブの特徴
・日本、世界で活躍している会員、有名人の話を卓話
で気軽に聞くことが出来る。その感想を一人一人が
コメントするので、それを読み、相互理解につながる
・新会員が先輩会員とコメントのやりとりを通して、
ロータリーについてスピーティーに学ぶことが期待
できる

みなさまはEクラブでいつでもメーキャップできます
2720地区内や県外出張などされた時に訪問先でMC
をするのと全く同じことが出来ます。忙しいため柔軟

・2730地区宮崎・鹿児島はジャパンカレントEクラブ
を昨年設立
・2700地区福岡・佐賀は立ち上げ準備中

な時間に例会に出席したい方、旅行や出張の多い方、
外出が難しい方にもおすすめです。

最後に

会社、自宅、外出先でパソコン、スマホ、タブレッ
トからでも出来ます。

RC活動そのものを、より世の中へ広めていくため
に、リアルな人と人のつながりが必要である。

ちなみに…Eクラブ2650は、毎週月曜の正午から次
の週の月曜の正午までの間、何時でも出来ます。

そのリアルな人とのつながりを、広く深く早く進め
るための手段としてITを取り入れる。

まずはインターネットで「Eクラブ 2650」で検索

Eクラブでも通常のクラブでも、入会までの流れは、

して、例会をのぞいてみてください。（見た形跡など

最終的には人と人のリアルなつながりが不可欠なので、

残りません）

そこまでを効果的に進められるのかを、ロータリーク
ラブという団体として「Eクラブ」という新しい形で

もし2720地区にEクラブがあったら

挑戦する必要がある。

①コミュニケーション方法が多様化している世代の
方々に向けてRCからの新たな発信、広報の手段に

出席報告

なる
②現在、通常のRCの会員で、仕事や家庭の都合で、

本庄 伸子 委員長
第2364回（8月27日）

RCの退会を考えている方への対応が出来る（Eクラ

会 員 総 数

ブへの移籍で退会を防ぐ）
③父親、または社長がロータリアンで、ご子息または
後継者を入会させたいが、本人が入会を難しく考え

（内出席免除 ）
出
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33名
3名
27名

（ 内 事 前 M U）

0名

YEGなどの現役）数年Eクラブで学び、その後地元

欠

席

数

3名

のクラブへ移籍する

出

席

率

９０．００％

られている場合のRCの入り口にする。（例：JC、

④全国規模で事業活動される支店長などで、県外へ栄
転または引退された方と地区との繋がりが継続でき

欠席者
辛島光司会員、河村正一会員、藤林鋭司会員

る
⑤地元だけでなく、県外在住の会員からの、卓話を聞
くことができる

社会奉仕委員会
フラワーロード花壇・桜並木除草作業
地区補助金事業 ベンチ設置組立作業

石部会員、臼杵会員、奥田会員、河村会員、佐藤会員
津々良会員、幡手会長、広瀬会員、藤久保会員、藤林会員
藤本会員、御幡会員、宮丸会員、米澤会員、和田会員
末宗副委員長、川端委員長 (17名参加)

8月29日(土) 朝6時30分～
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