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◆次回（2020 年 9 月 26 日（土））例会予告◆

横浜都市部開発動向について

横浜市都市整備局
都市再生部担当部長
村上 実 様

《合唱歌詞》演奏のみ

令和 2 年 9 月 5 日（土）
点
合
会

鐘：槇 俊徳  会   長
唱：「奉仕の理想」演奏のみ
員

数

46（37）名

本日出席率

87.5％

本日出席数

35（32）名

8／22分修正出席率

86.48％

ゲスト： 村瀬 弘介 様
（日本リーダーシップ・オブ・マネジメント株式会社）
		
		
横浜南 RAC
		
岡本真理子 様（会長）
		
伊藤 怜那 様（幹事）
		
𠮷田 もも 様（幹事）
◎今週メークアップへ行った会員
８／ 26 横浜南ローターアクトクラブ
		
（松井・宍戸・井原 各会員）
９／３ 戦略計画委員会（宮田会員）
９／４ 米山記念奨学委員長会議
		
（蒲・武居・髙橋 各会員）

≪会長報告≫

いい日旅立ち

雪解け間近の
北の空に向い
過ぎ去りし日々の
夢を叫ぶ時
帰らぬ人達
熱い胸をよぎる
せめて今日から一人きり
旅に出る
ああ 日本のどこかに
私を 待ってる人がいる
いい日旅立ち
夕焼けをさがしに
母の背中で聞いた
歌を道連れに

槇
俊徳 会長
１．９月４日（金）ソシア 21 にて、クラブ米山記念奨学
委員長会議が開催されました。髙橋 米山記念奨学
委員長にご出席いただきました。ありがとうござい
ました。

≪幹事報告≫

青木
理 幹事
１．本日例会前 10 階にて、第２回 60 周年実行委員会が
開催されました。ご出席いただきました委員の皆様、
ありがとうございました。
２．本日例会後、第 3 回理事会が開催されます。ご出席
いただきます理事・役員の皆様宜しくお願いいたし
ます。
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３．次回９月 12 日（土）の例会後、下山第 5 グループ
ガバナー補佐にご出席いただき、第 2 回クラブ協議
会が開催予定です。ご出席いただきます理事・役員・
委員長の皆様は、宜しくお願いいたします。
４．９月財団レートは、１ドル 106 円となります。ご協
力よろしくお願いいたします。
５．他クラブより例会変更のご案内が届いております。
詳細は事務局までお願いします。

≪委員会報告≫

・ロータリー財団委員会
萩生田 義久 委員長
髙橋常男・萩生田義久、各会員よりご寄付頂きました。

・米山記念奨学委員会
髙橋 常男 委員長
萩生田義久・青木理、各会員よりご寄付頂きました。

≪卓話≫

感動から分かる！経営の神様
ドラッカーマネジメントの本質
日本リーダーシップ・オブ・マネジメント㈱
村瀬 弘介 様
■ドラッカーマネジメン
トの本質とは？
ドラッカーは一見難しい
と言われます。しかしその
思想の根底を紐解いていく
と、驚くほどマネジメント
の理解が深まり、実践のポ
イントが明確になります。
今日はそのポイントについ
てお話をさせて頂きます。
ドラッカーは言います。「マネジメントとは人のこと
である。
」私は、これをマネジメントとは「人の尊厳」
の事であると意訳させて頂くのですが、ドラッカーが生
きた時代、
1909 年から 2005 年は一体どのような時代だっ
たでしょうか。
２度の世界大戦、ホロコースト、人類初の核兵器の使
用等、戦争によって多くの人権が踏みにじられ人が殺さ
れる、
人が「人」として生かされない時代でした。ドラッ
カーはユダヤ系をルーツに持つオーストリア人でした。
祖国オーストリアは第一次世界大戦によって消滅しド
ラッカーは非常に落胆しました。
ドラッカーはドイツに渡り、ナチスが国政を握る前に、
その危険性を訴え、ナチスの訴追を恐れ、英国に行き最
終的には自由の国アメリカに渡ります。その後、マネジ
メントを発明することになるのです。ドラッカーは非常
に真面目な人だったと言います。「リーダーにとって最
重要な条件は、人間として真摯であること。」といった
言葉からも、ドラッカーの真面目さがわかります。
就いた職業は、商社マン・経済アナリスト・新聞記者・
大学教授等。自由の国・アメリカで生活するドラッカー

は、自分のルーツであるユダヤ人がナチスのホロコース
トで大虐殺されるのを毎日見ていました。ホロコースト
では 300 万人のユダヤ人が犠牲となりました。
想像してみてください。真摯なドラッカーはどのよう
な気持ちで、日々を過ごしていたでしょうか。おそらく
いたたまれない気持ちで悶々として、苦悩していたので
はないでしょうか。しかしドラッカーは軍人ではありま
せん、先頭にたってナチスと戦うことはできません。
そこで、ドラッカーは考えました、なぜホロコースト
が起きるのだろう。それはカリスマリーダーという胡散
臭い独裁者が現れるからだ。
（ドラッカーはカリスマリー
ダーを嫌います。それはヒトラーや毛沢東、ムッソリー
ニといったカリスマリーダーによって多くの人が不幸に
なった史実を知っているからです。
）
ではなぜ独裁者があらわれるのだろう、それは戦争が
起きるからだ。ではなぜ、戦争は起きるのだろう。それ
は経済が破綻して、社会が不安になるからだ。ではなぜ
経済はどういった時に破綻するのだろう。それは、企業
がうまくいかなかった時だ。そうだ！企業をうまくいか
せれば、経済の破綻を防ぎ、社会は安定し、独裁者は現
れず、戦争・大虐殺が再発することを防ぐことができる。
そして、ドラッカーが記したのがマネジメントなので
す。実は、マネジメントを通じて、ドラッカーはペンの
力で戦争と戦っているのです。もう二度と、人権が踏み
にじられる社会を人類が経験しないようにとドラッカー
の心からの想いが、
「マネジメントは人の尊厳ことであ
る」という言葉に込められているのです。
そしてドラッカーは経営リーダーを、
「自由で機能す
る社会を守る現代社会の真のリーダー」だと考えている
のです。ドラッカーマネジメントは単なるハウツー本で
はなく、現在リーダーにとっての真の志の書なのです。
マネジメントはたった一言で言うならば、
「リーダーは
働く人を活かしなさい。
それがリーダーの最大の正当性です。そして、あなた
がリーダーである最大の意義はそこにある。
」と言って
いるのです。ドラッカーがマネジメントに込めた真摯な
想いを知った時、私は、思わず涙があふれて胸が一杯に
なりました。
■人の強みを活かすことが重要である。
ドラッカーは言います。
「チームの目的とは、人の持っている強みを動員して爆
発させ、弱みを中和して意味なくすることにある。
」
人がチームに属するのに、強みでなく、弱みばかり見
られ叩かれたら鬱になってしまうだけですよね。ドラッ
カーは正義の人です。リーダーに対して一番なくてはな
らないものは「真摯さ」というほど、リーダー・組織の
在り方の正当性を求めた真面目な人でした。そこで組織
（チーム）の正当性は何かを考え抜いた時に辿りついた
言葉が、この言葉です。
チームの本質は、メンバーの強みを伸ばしてあげる、
そして弱みを皆で補っていく、だからこそ人がチームに
属して働く意味があるとドラッカーは考えたのです。
ドラッカー経営は強みに徹底的にフォーカスする経営
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です。それは強みのみが成果を生み出すからです。
ドラッカーは言います。「人が何事かをなすのは、強
みによってのみである。弱みはいくら強化しても平凡に
なることさえ疑わしい。」（ドラッカー名言）
強みにフォーカスする経営、人の強みにフォーカスす
る経営とは人間を大切にする経営です。
ドラッカーの経営・マネジメントの中心にあるものは「人
間」なのです。
人を活かすということは、人の強みを活かすということ。
人の弱みを見るということは、人を殺すということです。
人間を中心にしたものが、ドラッカーの経営なのです。
ドラッカーのマネジメントは 1000 年、2000 年と孔子
さんの論語のように読み継がれていくものです。それは
論語と同様、ドラッカーの思想の中心には「人間」があ
るからです。
人が組織の中で幸せになるためには、どうしたらいい
か、それを徹底的に考えたのがドラッカー経営学の本質
でした。その結論は人間を中心にした経営、「マネジメ
ントとは人の尊厳のことである。」というドラッカーの
名言にあります。つまりマネジメントという書籍は言う
のです。リーダーの正当性は、人間中心の経営、つまり
働く人を活かすからこそ成立するといったことにあるの
です。
まさにこの正当性（正義）をどう実現していくことに
ついて語ったのがマネジメントの本質なのです。働く人
に強みを発揮して働いてもらうためには、リーダーは強
みを把握しなければなりません。
強みに集中し、弱みを無視、中和した組織をいかにつ
くるか。
是非、リーダーとして人を活かす組織、人を活かす経
営をいかに行っていくか、人に働く喜びを与える経営を
いかに行っていくか、ドラッカーを参考にしていただけ
ればと思います。
私がドラッカーにほれ込んでいるのは、人間の本質、
人間中心の経営を訴えているからです。
ドラッカーはもう滅しており、会うことはできません。
しかしマネジメントを通じてドラッカーと出会うことは
できます。
私は日本中に人を活かすドラッカー経営を広めていく
使命を持ち、経営コンサルタントをやっております。
人間中心の経営、人が幸せになる社会を実現できる学
問がドラッカー哲学なのです。

≪スマイルレポート≫

岡本真理子様（会長）・伊藤怜那様（幹事）・𠮷田もも様
（幹事）
（横浜南 RAC）：いつもお世話になっておりま
す。本日はスクール形式例会の見学に参りました。宜
しくお願い致します。
槇俊徳会長・岸厚子副会長・青木理幹事：日本リーダー
シップ・オブ・マネジメント株式会社 村瀬弘介様、
本日の卓話宜しくお願い致します。横浜南ローターア
クトクラブ岡本会長、伊藤幹事、𠮷田幹事ようこそ。
石田健二会員：“ロータリーの友” ９月号 “声” 欄に、小

さな記事が載っています。
秋山豊会員：久し振りに橋本先生の美声を聴けるとのこ
と楽しみにしています。
蒲隆夫会員：横浜南ローターアクトの三役さんようこそ！
水谷透会員：日本リーダーシップ・オブ・マネジメント
株式会社 村瀬様、本日の卓話宜しくお願い致します。
川﨑智晴会員：橋本さんの歌声を久し振りに聴けてよ
かったです。
萩生田義久会員：橋本さん良くなって良かったですね。
宮田彰久会員：ベイスターズ同好会、御馳走様でした。
来週も阪神戦に行きますが、水谷不名誉会員を連れて
行こうか迷っています。
田島文男会員：村瀬様、本日の卓話よろしくお願いしま
す。今後の仕事に活かしていきたいと思います。
松井俊彦会員：横浜南 RAC の皆さんようこそ！
青柳隆之会員：先々週は青木さんのお供で水谷さんに食
事をご馳走になりました。野毛にはないすごいお肉ば
かりでお腹を壊しました。ありがとうございました。
そして御馳走様でした。
髙橋常男会員：昨日は地区米山記念奨学委員会に出席し
てきました。会場のソシアもはじめて米山奨学委員会
もはじめて。新しい刺激を享受してまいりました。宜
しくお願い致します。
福本学会員：別府に仕事で行ったときに知り合ったゲス
トハウス経営の方がプログラム委員長をされている E
クラブにはじめてメークアップしました。ロータリー
のつながりで更に親睦を深められそうです。
小野哲会員：村瀬様、本日の卓話よろしくお願い致します。
美松寛昭会員：①一夏休んでしまい申し訳ありせんでし
た。これから巨人の優勝を目指して頑張ります！②お
誕生日プレゼントありがとうございました。57 になり
ました。まだ青春です。
佐藤一明会員：日本リーダーシップ・オブ・マネジメン
ト 村瀬様、本日の卓話宜しくお願いします。
澤田美穂子会員：暑い日が続きますが、美味しいものを
たくさん食べて、元気をつけて頑張っていきましょう！
小原淳会員：スマイルに協力して。
武居正則会員：スマイルに協力して。
髙作義明会員：スマイルに協力して。
角井幸一会員：スマイルに協力して。
伊藤雄一郎会員：スマイルに協力して。
宍戸留美会員：スマイルに協力して。
小野澤寿一会員：スマイルに協力して。
篠田育雄会員：スマイルに協力して。
本日のスマイル
（今月の会報担当

32 件
井原

裕一）

◎スマイルリクエスト
青木 理 会員 「瑠璃色の地球」
毎日暗い色の世の中が先生の歌声で瑠璃色になってく
れたらいいなと…。
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第３回 理 事 会

会議事録

2020 年９月５日

議案及び決議事項
１．10 月例会プログラムの件
原案通り承認。第 5 週夜間例会開催 ZOOM 参加者に配慮して 18 時～ 18 時 15 分例会、15 分～懇
親会明記する。
２．みなっち杯えきでん

予算の件（社会奉仕）

ノート購入費を協賛で承認。
３．南区サンタプロジェクト 2020

協賛の件（社会奉仕）

今年度は、中止だが形を変えた活動を確認し協賛することで承認。
４．ローターアクトクラブの年齢上限の件（青少年奉仕）
横浜南 RAC の意向を確認の上、理事会で検討。
５．秋季情報集会の件（クラブ奉仕）
例会卓話の時間にグループに分かれフォーラム形式で実施することで承認。
６．2022 ～ 2023 年度会長候補の件
青木会員の選出で承認。
７．新型コロナウィルス（COVID-19）関連活動支援のためのロータリー災害救援補助金対象プロジェ
クトの件
次回理事会までにプロジェクト案が有れば提出し検討することで承認。
８．オンライン例会

出欠の件

出席扱いとすることで承認。次年度から会場委員会で ZOOM 運営をお願いする。
９．クリスマス家族会開催の件（親睦活動）
12 月 20 日

家族会か会員のみ参加の会は、後日判断するが実施で承認。

10．会員増強の件
理事役員は、積極的に候補者を紹介することで承認。
11．その他
・PC148,000 円、プロジェクター 45,000 円、ZOOM 用スピーカー 12,000 円購入で承認。
・職業奉仕委員会の横浜市新庁舎見学会は、延期することで承認。
・９月 12 日クラブ協議会の発表順を国際奉仕委員会、青少年奉仕関係委員会から始めることで承認。

２０２０年１０月

例会プログラム予定表

週

日

テーマ

スピーカー

紹介者

1

3

ワインをもっと愉しむ

ワインビストロ路地裏
オーナーソムリエ
佐々布 拡昭 様

2

10

ガバナー公式訪問

3

17

911 同時テロを経験しての
語り部活動

さわかみ投信㈱
根本 幸治 様

島

4

24

一流選手の育て方

横浜高校 元野球部監督
渡辺 元智 様

萩生田

5

31

夜間例会

小野

会員

備考
３階
２階

会員
会員

３階
３階
２階
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