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司 会  森村 等ＳＡＡ 

点 鐘  加藤会長 

ソング  国歌斉唱 奉仕の理想 

 

 

会長挨拶             加藤会長 

 

こんにちは、本日は

職業奉仕のテーマで田

代パスト会長に卓話を

いただきます。ロータ

リーの基本は職業奉仕

で始まったと聞いてい

ます。当時ギャングが

横行する中、信用でき

る仲間で仕事をしようという集まりから始まった

のです。職業奉仕は日本でしか言ってないと言わ

れているようですが、日本は日本で良いのではな

いでしょうか？特に昨今の経済情勢からして、職

業奉仕が無ければロータリーに加入するメリット

はあるのでしょうか？もちろんその点だけではな

いと思いますが。本日は卓話よろしくお願い申し

上げます。 
 

 

幹事報告             庄内幹事 

 

◆訃報 

1997-1998 年度地区ガ

バナー 寺山 栄一氏

（深谷東ロータリーク

ラブ）が 9 月 25 日ご逝

去されました。 

<享年 80 歳> 

 

偲ぶ会が執り行われま

す。 

日時  10月 11日（火）  午前 11 時 

場所  埼玉グランドホテル深谷 

◆米山月間行事での卓話講師のお知らせ 

10 月の米山月間行事の一環として奨学生による卓話

を計画させていただきました。貴クラブには、下記

の役員と奨学生を派遣するように手配しました。 

 

卓話日時   11月 7 日（月） 12：30～ 

派遣者名   マ・フック・ドゥック（男性）  

国籍ベトナム 埼玉工業大学 

地区役員（大澤 衛）和光ロータリークラブ 

 

◆2011～2012年度 ライラデー開催のご案内 

日時     12月 4 日（日）  9：30～16：00 

場所     紫雲閣 

登録料    3,000 円/各クラブ 

 

◆クラブ会長のスローガン記入のお願い 

地区大会でクラブ PRのスライドを上映します。つき

ましてはクラブでよいと思われる写真 10枚とクラブ

のスローガンを 10/17 までに返信してください。と

のことです。 

 

◆『我らの生業』ご寄稿のお願い 

職業奉仕部門セミナーの際にお願いした『我らの生

業』につきまして原稿のご寄稿をお願いしたいと思

います。内容は回覧で確認お願いいたします。 

 

 

委員会報告 
 

出席報告             吉田委員 

例会日 総数 出席免除 欠席者 出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 

10/3 21 7 (2) 3 75% 0 

 

ニコニコＢＯＸ委員会 
ニコニコボックス拠金報告       吉田委員 

例会日         件数 金額 

10/3 本日の報告 8件 16,000 円 

  本年度累計 74件 107,000 円 
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森  弘一さん 

この 10 月に 46 回目の結婚記念日を迎えます。女房

共々、健康で無事過ごしてこれたことを心より感謝

しています。 

 

野中 治巳さん 

会長、幹事会員の皆様、お見舞いありがとうござい

ました。 

 

田代 光雄さん 

前回、出張の為欠席させて頂きました。 

 

鯨井 邦男さん 

結婚祝いありがとうございます。 

 

加藤 睦夫さん 

前回欠席申し訳ありませんでした。 

 

堀越  真さん 

早退します。申し訳ありません。 

 

森村  等さん 

明日は何の日？10 月 4 日→投資の日です。自分への

投資、家族への投資、社会への投資そして将来への

投資。スマートに続けたいものです。 

 

高橋 孝夫さん 

田代職奉委員長殿、本日の卓話心より楽しみにして

おります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業を継続させるために 

国際ロータリー第２５７０地区 職業奉仕委員長  

田代充雄 卓話 

 

１． 職業奉仕とは 

２． 企業の役割、責任 

・物を作る、届ける、サービスを提供する。 

・働く場を提供する。従業員、家族の生活を守る。 

・税金、社会保険料の負担 

３． 経営とは 

・利益とは「計画なくして利益なし、利益なくして経営なし。」 

・価値観の変化への対応 

４． 経営者(社長)の責任 

① 経営理念を持つ 

・三方よし 

・Ｈｅ ｐｒｏｆｉｔｓ ｍｏｓｔ ｗｈｏ ｓｅｒｖｅｓ ｂｅｓｔ 
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② 決定を下す 

③ 継続する 

④ バランスシートを読む 

複式簿記を理解し、その発想法を見に付ける。 

 

 

 

 

複式簿記とは 

 

1. 企業の評価 

① 必要性 

・規模の拡大 

・アカウンタビリティー 

② 経営者の能力 

・政治家、軍人、学者との違い 

・ORIENTO、南 

2. 経営の見える化 

  ・スポーツ選手の場合 

  ・総理大臣、知事、首長の場合 

  ・企業経営の場合 

3. 企業の比較 

  ・過去の年度との比較、目標との比較 

  ・他の企業との比較 (国内、海外) 

  ・現在位置の確認 

  ・前提条件 

4. 複式簿記 

① 経済のインフラ 

・営業年度の経営成績、財政状態を表す 

・経営分析の基になる 

② 事の捉え方、物の見方、考え方 

③ 複式簿記記帳の仕組み 

④ 限界 

・金額換算されないもの 
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長寿企業 

   創業２００年以上の企業 

４１カ国計        ５５８６社 

 日本           ３１４６社 

ドイツ           ８３７社 

オランダ          ２２２社 

フランス          １９６社 

 日本で 

創業１０００年以上の企業     ７社 

５００年           ３２社 

２００年         ３１４６社 

１００年         ５万社以上 （韓国銀行 ２００８年調） 

 

倒産企業の特徴 

１. 社長がお人好し 

２. ビジネスの関係先と友達との区別がつかない 

連帯保証人、金の借り貸し 

３. 真実を反映しない会計情報で経営を行う 

試算表 － 経営の指針 

４. 社長がどこにいるのか社員が把握していない 

中小企業の経営の強さ － 即断、即決、即実行 

５. 知識がないのにワンマンである 

社員は社長をクビに出来ない 

時々、外部専門家にチェックを受ける 


