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　みなさんこんにちは。パスト会長の皆様から、「地区
大会が終了すれば、もう終わったようなものだ」とお聞き
しておりましたが、まだまだ行事も続き先は長いと感じて
おります。
　先週もお話しさせていただきましたが、12月には忘年
家族会・1月には沼津4ロータリー合同例会・2月には
インターアクトの認証式とＩＭ・4月には研修旅行・5月
にはお隣の韓国で世界大会が行われます。今週の日曜
日には沼津北クラブ55周年事業にも出席してまいります。
周年事業も数クラブの予定があると聞いております。5年
前に勝呂年度で幹事をさせていただきましたので理解し
ていたつもりでしたが、あらためて会長をさせていただき、
淡 と々こなされた勝呂パスト会長の偉大さを痛感いたし
ました。
　12月の忘年家族会は多くのご家族の参加をお願いい
たします。新会員の皆様は必ずご家族で出席してくださ
い。インターアクト認証式は例会変更で2月14日に行う
こととなりました。沼津市長、野口ガバナーをはじめ多く
の来賓が出席される予定です。ご協力お願いいたします。
ＩＭにつきましても例会変更とし2月21日に行われます。
多くのメンバーに出席していただき、みなさんと一緒に
勉強してまいりたいと考えております。4月の研修旅行は
行事も多く予算も厳しいお話もございましたが、ここ数年
継続しておりますし、なによりみなさんと楽しめる事業の
ひとつですので実施させていただきたいと考えております。
世界大会につきましても現在プランを検討しております。
ぜひ一緒に世界大会に参加してください。
　本年度は事業も多く皆様にご負担をおかけしております。
皆様のご協力に深く感謝申し上げます。

ゲスト  村田　忠嗣様（株式会社かいけい村 代
表取締役）

他RC出席  内村君（11.20勝浦）、峯尾君（11.22イ
ンターアクト指導者講習会）、石川（秀）
君・金子君（11.25長泉）

欠席者（9名）
藤田君、石川（秀）君、楠木君、
望月君、村上君、能見君、清君、
杉山君、鈴木君
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12月4日（金）
　年次総会　団欒例会

会員誕生日　吉野　聖一君、石川　秀雄君
配偶者誕生日　大友美穂子様（保志君）
結婚記念日　内山　義郎君

12月11日（金）
　イニシエーションスピーチ
 会　員　　金子　暁生君

11月合計　16,132円
積君…鈴木啓司さんに何かとお世話になっています。
例会でなかなかお礼を言う機会がなくて……。

１ ．例会変更のお知らせ
　沼　津　北…12/15（火）は夜間例会 忘年家族会
　　　　　　　12/29（火）は裁量休会
　富　士　宮…12/7（月）は12/5（土）
 ファミリー忘年会 18:30～
　　　　　　　12/28（月）は例会時間変更 12:30～
　長　　　泉…12/9（水）は早朝例会
　　　　　　　12/16（水）は夜間例会
　　　　　　　12/23（水）は祝日休会
　　　　　　　12/30（水）は休会
　新　富　士…12/15（火）はクリスマス夜間例会
 ＠あさくま 19:00～
　　　　　　　12/29（火）は特別休会
　沼　津　西…12/17（木）は12/19（土）
 クリスマス家族例会
　　　　　　　12/31（木）は裁量休会
　富 士 宮 西…12/18（金）は夜間例会
 ファミリー忘年会
　　　　　　　12/25（金）は特別休会
　沼津柿田川…12/28（月）は12/26（土）
 クリスマス家族例会
２ ．11/29（日）沼津北ＲＣ創立55周年記念式典
　⇒積ＰＧ・森藤会長・内田直前幹事 3名出席予定。
３ ．12/18（金）忘年家族会
　⇒ 出欠回答・会費納入は受付にて。
４ ．1/18（月）沼津4ＲＣ合同夜間例会のご案内ポス
トイン⇒1/22（金）の例会変更ですので極力ご出席く
ださい。出欠回答・会費納入は受付にて。
５ ．12月のロータリーレート　1ドル＝120円。

稲盛和夫の「経営の原点12ヶ条」
第9条「勇気をもってことに当たる」
卑怯な振る舞いがあってはならない
　株式会社かいけい村　代表取締役
 村田　忠嗣様

卓話

　一代で京セラ、ＫＤＤＩという日本を代表する企業を
二つ築き上げ、破綻したＪＡＬもたった3年で再上場さ
せた平成の経営の神様・京セラ名誉会長稲盛和夫氏
の経営はとてもシンプルで「経営の原点12ヶ条」という
経営の原則だけで経営をしています。
　京セラ、ＫＤＤＩ、ＪＡＬはもちろん、稲盛氏がボラ
ンティアで主催する、1万人を超える経営者が集う経営
塾「盛和塾」においてもこの「経営の原点12ヶ条」を塾生
たちに教え、これによって塾生は経営を伸ばし安定させ
ています。
　今日はこの「経営の原点12ヶ条」の中の第9条「勇気
を持ってことに当たる、卑怯な振る舞いがあってはなら
ない」についてご紹介させていただきます。
　「勇気」というと肉体的勇気を思い浮かべがちですが、

長
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 君
（實石君・内田君紹介）

新会員紹介
◆第6回定例理事会
　2015.11.27（金）　13:35～　出席者13名
【報告事項】
１ ．次回第7回定例理事会の時間変更について
　12/18（金）17:00～（夜間例会前）
【議事】
１ ．12月例会プログラムの件　承認

12月11日 新会員イニシエーションスピーチ
 会　員　　金子　曉生君

12月18日 忘年家族会（夜間例会・18時点鐘）

12月25日 裁量休会

1月1日 裁量休会

1月8日 沼津ロータリーの今後について
 クラブ研修リーダー　　渡邉　雅昭君

２ ．2016年1～3月テーブル編成の件
 （今回は干支順）　承認
３ ．大和田君退会の件　承認
 （本理事会前に持ち回りで事前承認済）
４ ．新会員長橋君入会の件　承認
　⇒ 委員会：親睦活動、緊急連絡：C-2、会員増強：1組
５ ．1/18（月）沼津4ＲＣ合同夜間例会の件　承認
　⇒ 会費8,000円/人のうち2,000円/人をクラブ負担、

6,000円/人を各参加者負担
６ ．桐陽高校ＩＡＣ設立の件
　⇒ 12/4（金）例会に同校ゲスト2名（校長・ＩＡＣ顧問）
を招待。承認

　⇒ 2/12（金）予定の例会を2/14（日）に変更し、ＩＡＣ
認証伝達式を開催。承認

　⇒ 当クラブ会員より特別会費10,000円を徴収（認証
伝達式開催費に充当）徴収方法は下期会費金額に
10,000円上乗せ。承認

７ ．ＲＩ国際大会（inソウル・2016.5.28～6.1）の件
　⇒ 当クラブ独自の手配は困難（ＪＴＢが飛行機の座

席を大規模に押さえている）
　⇒ ガバナー事務所が手配している分を10～15人分
（仮）予約するのが妥当か。承認

　⇒ 12/4（金）例会にてポストイン予定（2泊3日コース
と3泊4日コースがある）。承認

８ ．事務局火災保険の件　2年更新から1年更新の保
険に切り替える（代理店：㈱吉野エージェンシー） 承認

理事会だより

そうではなく精神的勇気のことをいいます。
　稲盛氏は、「勇気のない経営者は社長を降りなさい」
といいますが、勇気のない経営者の経営は絶対によくな
らないから社員を不幸にするというのです。
　会社では日々様々な問題が発生しますが、いくら正し
い解決策が浮かんでも、必ずしもその行動を取れるとは
限りません。その正しい行動を取るために勇気が必要
だというのです。
　世を騒がせているマンション杭打ち業者、コンピュー
タを改ざんしていた独自動車メーカー、決算数値を大
幅に粉飾していた大手Ｔ社など、正にこの勇気がなか
ったために起こしてしまったといえます。やってはいけな
いとわかっていても、正しいことを貫く勇気がないのです。
　「富（財産）を失う者は多くを失い、友人（信用）を失う
者はさらに多くを失う。しかし勇気を失う者はすべてを
失う」というスペインの作家の有名な言葉がありますが、
勇気はそれほど大事なものなのです。
　勇気のない経営者は社員からは格好悪く見え、もは
や迫力を失っていますから、お金や出世などの利己心
を充たすためについてくる社員はいても、志や使命感を
もってついてくる社員はいません。よって自ずと迫力のな
い経営になってしまうのです。合掌。
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