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ロータリーを実院しみんなに豊かな人生を

2013-2014年度国際口ータリ 会長

口ン D パ一トン

神句
-会 長星川和紀

・幹 事毛 利泰治郎

・会報委員長土肥義紹

・例会日毎週火曜日

12:10-13・10

・例会場四国中央商工会議所

電話 58-3530

FAX 58-6294 

・事務局四国中央商工会議所

電話 58-3530

若い会員の方々のために「再々登場」

近藤敦夫

「自己完成の十カ条」

(旧)王子製紙社長 藤原銀次郎著 「私の経験と考え方J(講談社)より

第 l条仕事をかならず自分のものにせよ。

自分のやっている仕事は会社のものでもなければ、重役のものでもない。また、これを

監督したり、命令したりする部長、課長のものでもない。自分のやってる仕事は、あく

まで自分のものである。また、自分のものにしてしまわなければ、愉快にゃれないし、

したがって能率も上がってこない。

第 2条仕事を自分の学問にせよ。

どんな仕事をあてがわれでも、決して、これを馬鹿にしてはならない。不平不満の心持

で、これに着手してはな らなし、。たとえ、それが外観的にいかにもつまらない仕事であ

るとしても、それが全体的、機構的、本質的にもつ意義は、はなはだ大きし1。また、い

みどりと自然を大切に



かに慣れきった仕事、知りきった仕事であるとせられるものでも、そこに生きた学問と

勉強の途は発見されるものである。

第 3条仕事を自分の趣味にせよ。

イヤイヤやっている仕事には、いつまでたっても成績の挙がっ たためしはなく、また、

挙がろうわけもない。愉快に働くための仕事の第一の方法は、自分自身が大いなる趣味

を仕事に発見することだ。仕事を、いわゆる仕事としてではなく、趣味、道楽としてやっ

ていくことである。まったく仕事に同化して少しも仕事を苦労と思わぬようになれば、

その人の幸福はこのうえない。

第 4条卒業証書は無きものと思え。

仕事の上の不平不満は、既して学校出に多し、。ことに、その程度が上になればなるほど、

その不平不満は増大するようである。これはあるひとつの学校を出たことを、非常にエ

ライ、大きなことのように考えているから、いざ実際にあてがわれた仕事がいかにも身

近であるとの失望から発するらしいが、学校は学校、仕事は仕事、会社へ入れば会社の

幼稚闘からやりはじめなければ到底ものにな らないと思うべきである。

第 5条月給の額を忘れよ。

仕事の不平不満ももちろん少な くないが、さらに、それ以上に多く、また、 一般的にみ

かけるのは月給の不平不満である。それは、考えようによってはいちおうはもっともで

あるけれども、仕事ができず、能率も挙がらぬのに、月給の不平不満を言われたのでは、

使う方、使われる方が互いに心苦しい。愉快に働くためには、まず月給を忘れよ。月給

を忘れて仕事を忘れるなである。報酬はかならずその働きを追っかけるものである。

第 6条 仕事に使われでも人には使われるな。

課長が言ったからやってやるの、 主任が命じたから仕方がないのというので、いちいち

人に命ぜられてからはじめて働くようでは、その仕事の能率が挙がろうわけもなく また

愉快なはずもない。人に使われないで、仕事に使われよ。人には往々ウソは言えるが、

仕事に決してゴマかしはきかなし、。正直に働く者には、正直にその効果があらわれる。

第 7条 ときどきかならず大息を抜け。

いかに活動的な人でも、そうそう精神をこめて、働きつづけるわけにはし、かな L、。人間

の身体はナマ物で、あまり無理をすれば、無理しただけの報いはかな らず受けなければ

ならない。だから、本当にいつまでも働きつづけようとするならば、元気にまかせての

無謀は行なわぬようにし、適時適度に、仕事の大息を抜かなければならぬ。それがまた、

実際にはよりいっそう能率を挙げる所以である。

第 8条先輩の言行を学べ。

かならずしも、一言一行まで学ぶ必要はない。また、学んでならないこともままあるに

はある。だが、先輩は先輩であるだけに、どこかしら、後輩の及びがたい美点長所をか



ならず持ち合わすものである。ことに、経験と思慮を必要とする仕事のうえにはそれが

多い。ゆえに、愉快に、また、意義深い仕事をするためには、この心がけを忘れてはな

らない。

第 9条新しい発明発見に努めよ。

あるひとつの仕事には、たとえ、それが工務上のものでも、事務上のものでも、決して、

いまだに完全になって、このうえ改良の余地がないというものはほとんどあるまい。し

たがって残るひとつの仕事に、ある幾年かを没頭するとすれば、自然とそこに発明発見

の機会と能力が生まれてくる。また、その機会と能力を作りださんと努力すれば、日々

の働きがすこぶる愉快きわまりないものになってくる。

第10条仕事の報酬は仕事でる。

およそ、人間は無為にして、 一生を過すほど淋しいことはあるまい。また、なにもしな

いで、時を費すほど苦痛なことはあるまい。

したがって、見ようによっては、人聞があるひとつの仕事をやり、あるいはひとつの仕

事を完成するほど愉快な楽しいことはなし、。仕事の最大の報酬は、仕事それ自体である。

こう考えてくると、いつ、なにをやっても愉快で愉快でならなくなってくる。

. 



第 2534回例会記録 H.25.10.22 

出席報告

1.出席会員 (59名中)

2.出席免除

3.来賓(卓話〕

42名
3名

プリングオ ン 田淵寿広様

4. 当日出席率 75. 00% 

5. 前々回補足修正率 100% 

*本年度2回目の100犯です。

(メイクアップ会員)

石原会員

(10/3 今治RC)

会務報告

1.ザ・ロータリアン 10月号

2.例会変更のお知らせ

|伊予三島RC I 
①11月 8日樹休会

②11月15日掛→10日(日)上期親睦家族会

*11月8日、 15日{金)両日とも、メーキャッ

プ受付しております。(伊予三島商工会

館 4Fにて 9 :00~16:00 頃まで)

|新居浜Rcl
①10月31日(村夜間例会

②11月 7日休)移動例会(会長杯コ ンペ)

新居浜カントリー倶楽部にて

* 10月31臼、 11月 7日同両日と も、メ ー

キャップ受付しております。(リーガロ

イヤルホテル 2Fクラブ事務局)

3. 国際ロータリ一 日本語課

カタカナ用語の中黒「・」使用方法の変

更について

*会員の皆様のレターケースへ、 1部配布

しております。

4.公益財団法人ローター米山記念奨学会

ハイライトよねやま 163号

5. 桜ライン311 桜ラインレター CNo.6)
6.愛媛県県民環境部 「えひめ男女共同参

画通信(第30号)Jの送付について

7. 2013年 10・11月近隣クラブ例会のお知

らせ(出席委員会)

委員長の時間

・ 10/19~20 家族旅行参加御礼

親睦活動委員長 大西聖和会員

-前年度会計報告直前会計阪部安秀会員

今年度予算報告 会計高原達也会員

・出席報告 出席委員長宮内浩二会員

ニコニコニュース
星 JI卜・・家族旅行に多数のご参加いただき

ありがとうございました。親睦委

員会の皆様、お世話になりました。

楽しい旅行でした。

毛利…家族旅行、皆様お疲れ燥でした。

大変有意義な旅でした。親睦の皆

様お世話になりました。

石川澄…旅行、お世話になりました。

石村浩…親子 4人で旅行参加させていただ

きました。御朱印も順調にたま っ

ています。

大西聖一先日の家族旅行、皆様お疲れ様で

した。大勢の/j"にご参加いただき

ありがとうございました。

大西宣…大西聖和親睦委員長、楽しい京都

2日間でした。ありがとうござい

ました。

近藤…先日の家族旅行では、杖をつきな

がらでも楽し くいけま したのは皆

様方のおかげと感謝IPし上げます。

来年の旅行には杖をな くしたいと

思います。また、 写真もありがと

うございましfこ。

鈴木謙一家族旅行、大変お世話になりまし

た。ありがとうございました。

鈴木宣・・・京都への家族旅行で・は親睦委員の

皆様に大変お世話になりました。

ありがとうございます。

寺 井…大西聖和委員長はじめ親睦委員会

の皆さん、家族旅行大変お世話に

なりました。本日は、石原ガパナー

補佐の随行として新居浜南ロータ

リークラブに訪問いたしますて。

長野…楽しい京都旅行でした。

福 崎…家族旅行では親睦委員の皆様には

お世話になりました。

宮内哲…家族旅行、大西委員長 ・親睦委員

の皆様大変お世話になりました。

. 



辻本…全員出席です。メンバーに恵まれ

ました。

一 谷…台風27号と28号が並行して来てい

ます。 26日頃、千葉沖で前線と三

つ巴で荒れそうです。おのおの、

気を付けてくださいませ。

宮内浩…回調j寿広様、本日の卓話よろしく

お願いします。

鈴木昇…大西聖和委員長はじめ、親睦委員

会の皆さん、家族旅行では大変お

世話になりました。

卓話(出席委員会宮内浩二会員担当)

「人を活かす」

問調l寿広氏

近隣RCの例会日

10月 31日(木)観音寺RC

(観音寺商工会議所)

11月 1日後)伊予三島RC

(三島商工会館〕

11月5日(刈観音寺東RC

(観音寺グランドホテル)

次週プログラム

11月5日例

会長担当

|関裕司ガパナ一 公式訪問例会|

11:00~ガパナー・会長・幹事懇談会

12: 10~ 公式訪問例会

終了後、写真撮影
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