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テ－マ  『 Let’s Enjoy Ｒotary 』 
 

●創立日：Ｓ33 年 1 月 10 日  ●ＲＩ加盟認証日：Ｓ33 年 2 月 6日          
●会 長：沓名俊裕 ●会長エレクト：大見 宏 ●副会長：石川 博 ●幹 事：永谷文人 
●クラブ会報：神谷 研  寺田孝司  恒川憲一 
●例会日：毎週金曜日 12：30〜13：30 ●例会場：碧海信用金庫本店３Ｆ／安城市御幸本町 15-1 
●TEL：0566 - 75 – 8866 ●FAX：0566 -74- 5678  
●Email：Hanjo-rc19580206@katch.ne.jpH ●HP：Hhttp://www.anjo-rc.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 2657 回例会 
2011 年 10 月 7 日(金)12 時 30 分から 13 時 30 分 
司会者：新田高広君 
ソング：「君が代」、「奉仕の理想」 
卓上花：ファンシ－ロ－ズ、ブルファンタジア 
ゲスト：小野内宣行君（安城） 
ﾋﾞｼﾞﾀ-：石原勝成君（三河安城） 
    齋藤吉博君（知立） 
 

出席報告 
会員 57 名 出席義務者 44 名 出席 32 名 欠席 12 名 
内出席免除者の出席 11 名 出席率 78.18％  
修正出席率 9 月 16 日第 2655 回 94.44％ 
 

入 会 式 
新入会員 ：外山勝美君（新英金属㈱常務取締役） 
推 薦 書 ：大嶽岩雄君 
歓迎の言葉：幹事永谷文人君 
 

ビジタ－あいさつ＆ご案内 
石原勝成君（三河安城） 
★安城ジャズクラブ 10 周年記念ジャズコンサ－トのご案内 
安城ジャズクラブでは創立 10 周年を記念して島田歌穂＆島

健トリオジャズコンサ－トを開催します。 
コンサ－トへお越しいただける方は、会員の山口研君まで申

し込んでください。 
日時：2011 年 11 月 26 日（土） 
開場：17：30  開演：18：30 
会場：刈谷市産業振興センタ－ ７階 ホ－ル 
Ticket：4,000 円 
 

会長挨拶  会長 沓名俊裕君 
【報告事項】 
１．メンバーを紹介した新聞の掲載記事の紹介（本紙末添付）

★２０１１年１０月４日 中部経済新聞 「ホソイメガネ」紹

介記事（細井英治君） 
★２０１１年９月２４日 中部経済新聞 「ＭＣ三河設計－留

学生のフェアウェルパ－ティ－」の紹介記事（石川博君） 
２．第４回 理事会報告 
（１）会長エレクト、副会長指名委員会報告 
（２）５５周年実行委員長指名委員会報告 
（３）次年度地区委員出向者承認 
（４）退会会員の報告 

 

 
 
 
 
 
 

今月のお祝い  新入会員 外山勝美君（新英金属㈱） 

         

 本日、格式と伝統ある安城ＲＣに入会させていただき、大

変光栄です。よろしくお願いいたします。 

【あいさつ】 

元気印企業を紹介します。 

キーワ－ドは「健康をはかる」です。 

一人ひとりの健康を願い、「世界初」を発信し続ける企業

です。それはヘルスメ－タ－国内シェア断然トップの株式会

社タニタです。本日はタニタを育てた㈱タニタ代表取締役会

長谷田大輔氏（たにだだいすけ）１９４２年５月１１日生（６

９歳）をご紹介します。 

タニタは未上場会社ですが、２０１１年３月期の売上高が

８５億円、経常利益１．６億円の企業です。 

タニタは、１９２３年谷田賀良倶（祖父）が商店創業し、

１９５９年日本初の家庭用体重計「ヘルスメーター」を製造

販売していました。また、１９６３年にはオーブントースタ

ーの日本第一号を完成し発売しました。１９７８年には日本

初のデジタル表示ヘルスメーターを製造販売し始めました。

常に日本初の商品を開発、販売していました。 

谷田大輔氏は、１９６６年㈱タニタに入社し、１９８７年

に代表取締役社長に就任、２００８年代表取締役会長に就任

するまで、今度は世界初の商品を連続して開発、発売してい

ます。それらは、１９９２年業務用体内脂肪計、１９９４年

家庭用脂肪計付ヘルスメーター、２０００年業務用体組成

計、２００１年内臓脂肪チェック機能付き脂肪計、２０１０

年ＳＤカード搭載体組成計という具合です。 

順風万帆に見えるタニタも実は、その経営には紆余曲折が

ありました。１９８０年代、タニタの主な事業部門はライタ

ー、体重計、オーブントースター（ＯＥＭ製造）でしたが、

体重計以外はすべて赤字部門ばかりでした。 

 



 
そこで、谷田大輔氏は経営内容を大胆に方向転換し、

ライターとトースター部門は市場から完全撤退し、体重

計に資源を集中し、体重計シェアＮＯ．１企業を目指し、

それを掴み取りました。健康器具業界には、オムロンと

いう巨人（売上高６，１７０億円）がいますが、体重計

の販売ではタニタが NO．１シェアを確保しており、「小

が大に勝つ」という構図になっています。ちなみに、体

重計の商品別売上高ランキングでは、タニタの商品が１

位～5 位を独占し、オムロンは６位～８位に甘んじてい

ます。 

本日のまとめは、本日の健康診断に寄せて、 

「いつまでも健康でいるために、心がけましょう！

「一無」：無煙、「二少」：少食・少酒、「三多」：多動・

多休・多接 」とします。 

 

幹事報告  幹事 永谷文人君 
＊本日新英金属㈱外山勝美君入会です。委員会は親睦活

動委員会に所属いたします。 

＊11/23ガバナー補佐杯の登録料をお願いいたします。

＊10/14 11：00～ＩＭ事項委員会を開催します。 

＊10/14 例会終了後ガバナー補佐杯実行委員会開催。

＊安城ジャズクラブ10周年特別企画のお知らせ。 

 

本日の行事  会員健康診断 

 本日 11：30 から会員の勝見乙平Ｄｒ．野村聰Ｄｒ.都

築雅人Ｄｒ．藤井英樹Ｄｒ．による会員健康診断が行わ

れました。検査機関として、碧南市医師会臨床検査セン

タ－より、検査技師足立昌志様、看護師杉浦祥子様、看

護師石川真由美様がお越しくださいました。 

   

 

ニコボックス報告  戸谷央君 
本日のニコボックスメッセ－ジの紹介。 

 

卓 話 
テ－マ：職業奉仕の意(独断による見解) 

卓話者：職業奉仕委員長 小野内宣行君  

１ 職業奉仕の解釈 

① 職業奉仕は、事業および専門職務の道徳的水準を

め、品位ある業務はすべて尊重されるべきであるとい

う認識を深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の理想

を生かしていくという目的を持つものである。会員の

役割にはロータリーの理念に従って自分自身を律し、

事業を行うことが含まれる。 

（安城ＲＣ定款第 5条 2） 

② 職業奉仕とは、我々がその職業において、または職

業人を通じて、他人に幸福をもたらすことであり、他

人に奉仕することである。  

（ジャック・プライド氏、1975 年モントリオール国際大

会委員長） 

③ ロータリーとは、利己と利他との調和を目的とする

人生の哲学である。  

（1923 年ＩＲ決議・23－34 号、第 1項冒頭） 

④ ロータリーは、自利と他利の相矛盾した気持ちを調

和せんとする哲学である。 

（故佐藤千壽パストガバナ－、東京東ＲＣ） 

⑤ 最もよく奉仕する者、最も多く報いられる。 

（アーサー・フレデリック・シェルドン） 

⑥ 経営の最高首脳たる者に対して先ず第一に求めら

れるものは、自利利他円満を願う高度の職業倫理。 

（深川純一パストガバナ－、伊丹ＲＣ） 

 

２ 私が考える職業奉仕の意 

       

① 自利とは利他をいう  

（最澄伝教大師、天台本覚論、山家学生式） 

 すなわち自利＝利他だから相矛盾しないと考える。利

他に徹することがそのまま自利になってくる。故に自利

を考える必要はないということ。ただひたすら利他に徹

せよということ。 

お客さまの成長・発展をただ願う！それだけである。

仏教的（禅）には自利も利他も無いということになるが。

② 「至道は無難。唯だ揀択を嫌う」 

（三祖鑑智禅師、信心銘）･･･悟りに至る道とは、少し

も難しいものではない。ただ分別すること、選択するこ

と、囚われることを避ければ、それで良いのだ。 

③ 「価値の最高なるものは、執着分別からの自由であ

る」 

（ダンマパダ「法句経」第 20 章「道」第 1 節） 

④ 「自我は決して、我が家の主人公ではないのだ」 

（ジークムント・フロイト「精神分析学入門 1917 年出

版」226 頁） 

  「人間の行動というものは、その人間の本能に根差



 
す「内面的衝動」によって決められるものであって、

正確な認識などにもとづくものではない。両者は関係

がない」 

（人間の意識は意識、無意識、前意識の三重構造をもつ。

今は表面意識、潜在意識、深層意識） 

（19 世紀の哲学者ショーペンハウエル「生活智への箴

言」559 頁） 

「青年よ汝自身を知れ」 

（ソクラテス 紀元前五世紀頃） 

⑤ 「人間は自分の外部に何があるのか分からない。人

間は自分の感覚のところで、外部世界を構成している

だけなのだ。人間の外部には、物自体というものがあ

り、それが人間の感覚(眼・耳・鼻・舌・身)を刺激し

て、外部の世界を感覚のところで形成しているだけ

で、外部に実在しているものを写し取っているのでは

ない。その物自体とは何ものなのか、それは私も知ら

ないし、知ろうとする必要もない。」 

（イマヌエル・カント「純粋理性批判」234 頁）  

⑥ 「人間の最高の生きざまは、自我を完全に忘れきっ

た、心に一点のしみ（染み）もない生活を送ることだ」

（ヘーゲル「精神現象学」413 頁） 

※これは自己犠牲を求めるなんて思想ではなく、自由

に、のびのびと自分の才能を使ってゆくことを意味

する。  

⑦ 「見ずや君、明日は散りなん花だにも、力の限りひ

と時を咲く」 

(薄幸の佳人 九条武子) 

 

今月のお祝い 

会員誕生日祝 

 大見宏君（10/2） 細井英治君（10/7） 

 鈴木福美君（10/19） 加藤正人君（10/20） 

神谷明文君（10/22） 鳥居博行君（10/22） 

 横田秋三朗君（10/31） 

 

夫人誕生日祝 

 横山和代様（10/5） 山口洋子様（10/23） 

 川合礼子様（10/29） 石川恵理子様（10/29） 

 

結婚記念日祝 

 横山真喜男・和代ご夫妻（10/1） 

 奥田法行・真理子ご夫妻（10/6） 

 大嶽岩雄・利津子ご夫妻（10/10） 

 浦田士郎・敦子ご夫妻（10/10） 

 外山勝美・清美ご夫妻（10/13） 

 稲垣淳・由布子ご夫妻（10/18） 

 

還暦祝 

 神谷明文君 

２０１１年１０月４日 中部経済新聞 「ホソイメガ

ネ」紹介記事 

 

 

 

２０１１年９月２４日 中部経済新聞 「ＭＣ三河設計

－留学生のフェアウェルパ－ティ－」の紹介記事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




