
 

 

 

 

 

例会日=毎週火曜日 PM12：30 例会場=トヨタ博物館「小ホール」 

会長 小谷恒夫 幹事 青山和成 会報 宮下智香子   事務局 TEL:0561-64-5446 

Email : a.nagakuterc@aurora.ocn.ne.jp     FAX:0561-64-5459 

世界へのプレゼントになろう 

本日 第 608 回夜間例会 2015 年 9 月 29 日（火曜日)第 599 号 

 
＜本日のプログラム＞ Today’s Program 

  ― 夜 間 例 会 ―  

点鐘 星ヶ丘ボウル 17:00～ 

＜ロータリーソング＞  たつみ寿司  19:00～ 

前回 第 606 回例会 2015 年 9 月 15 日（火曜日)記録 

＜ロータリーソング＞ 「それでこそロータリー」   

＜出席報告＞ 

 

ハンバーグ 

セット 

 

員総数 20 名  

出 席 者 15 名 出席率 75.00 ％ 前々回補正出席率 95.00 ％ 

 

＜会長挨拶＞    愛知長久手ロータリークラブ      小谷恒夫会長 

 

J.C.Penney（J・C・ペニー） 

  

生誕     1875年 9月 16日 アメリカ合衆国 ミズリー州 ハミルトン   

死没     1971年 2月 12日(95歳)  アメリカ合衆国 ニューヨーク州 ニュヨーク市 

職業     ビジネスマン 実業家   

活動期間 1898-1971 

           著名な実績    1902年に J.C.ペニー社を設立 

                     

                   J・C・ペニー J.C.Penney Company,Inc 

                   種類           株式会社 

          市場情報    NYSE JCP 

               本社所在地     アメリカ合衆国 テキサス州プラーノ 

          設立          1902年 

                   業種           小売業 

                   事業内容       スーパーマーケット 

 

J・C・ペニー(J.C.Penney Company,Inc)は、アメリカ合衆国に本社を置く大手デパートメントスト

アチェーン。ニューヨーク証券取引所上場企業 

1902年にワイオミング州リンカーン郡ケメラーにてジェームズ・キャッシュ・ペニーによって創業 

された。ハワイを除く合衆国の全州とプエルトルコに合計約 1,100 店舗を擁する。シアーズ、ウォ

愛知長久手ロータリークラブ 
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ルトマート等と並ぶアメリカの代表的なゼネラルマーチャンダイズストアであり、また衣類と家具 

で全米首位のオンラインストアである。 

 沿革【編集】 

     ・1902年 ジーェームズ・ペニー、トーマス・M・キャラハンとウィリアム・G・ジョンソンの 

      経営下で The Golden Rule Storeの 1号店を開店。 

     ・1903年 2号店を開店。ジェームズ・Cペニーは 1/3の経営権を与えられる。 

     ・1907年までに、ジェームズ・Cペニーが全ての経営権を得る。 

     ・1912年法人化。ユタ州に J.C.Penney Companyの設立。以後店名も JCPenneyとなる。 

     ・1914年ニューヨークに本社移転。 

     ・1920年プレイべート・ブランドの衣料品の販売を開始。 

     ・1962年カタログ通信販売会社を買収し通販事業に進出。 

     ・1978年年間売上が 100億ドルを突破。 

     ・1988年テキサス州プラーノ(ダラス近郊)に本部を移転。 

     ・1998年オンラインストア―「jcpenney.com」を開設。 

  アメリカ合衆国の百貨店   「１１」 

      ・エイブラハム＆ストラウス  バーニーズ・ニューヨーク  ボスコフス 

      ・ニーマン・マーカス   シアーズ   ブルーミングデールズ 

      ・メイシーズ＜＜（リバティ・ハウス（デパート）） 

      ・ノードストローム  サックス・フィフス・アベニュー  ロード・アン  J.C.ペニー 

 

      3大ストアブランドの最大手。創業は、1902年、ジェームス・C・ペニーが開いたゴールデン・ 

      ルール・ストアが前進。1963年、にカタログ販売開始。主な系列ブランドは、「BIGMAC」、 

     「PAY DAY」、「FORMOST」、「RANCHCRAFT」、「TOWNCRAFT」。 

      ストアブランドは小売業者が独自に作ったブランドである。アメリカではハウスブランド、イギリ 

      スではオウンブランド、オーストラリアではホームブランドと呼ばれる。日本ではプライベート 

      ブランドの一形態と認識されている。多くはメーカーとの共同によるもので以前はナショナルブ 

ランドに比べ二流品とのイメージが先行していたが、近年では品質的にも遜色ないものばかりか 

一部の商品においてはメーカー品を凌ぐ物も販売されつつある。 

総合スーパーは日常生活で必要な物を総合的に扱う、大衆向けの大規模な小売事態である。 

業界用語では「ゼネラルマーチャンダイズストア（GMS）」と呼び。 

日本の大手総合スーパー 

               イオン系：イオン―ダイエー 

                 セブン＆アイ：イトーヨーカ堂 

               ユニー系：アピタ―ピアゴ  

                 二チリウグループ：イズミ―オークワ―平和堂―ライフ 

               ウォールマート系：西友  

                H2Oリテイリング系：イズミヤ 

               その他：長崎屋―サンリブ―フジ 

 

■ニコボックス委員会■ 

・冨田さん卓話宜しくお願い致します。楽しみです。本日も宜しくお願い致します。       青山 和成 

・冨田さん卓話楽しみです。本日もよろしくお願いします。                          伊藤 広治 

・職業奉仕委員長会議報告ご苦労様です。                                                   日野 典子 

・本日もよろしくお願いします。冨田さん卓話楽しみにしています。                          大島 昭夫 

・冨田さま昨日は大変お疲れ様でした。しっかり報告ください。                             丹羽 司一 



・本日もどうぞよろしくお願いします。                                              佐藤 文昭 

・神谷さん先日のジュースおいしかったです。親睦委員として活躍を期待しております。        山田 文明 

 冨田さん職業奉仕委員会報告楽しみにしています。 

・本日もよろしくお願いします。                                                           冨田 盛義 

・すっかり秋になりましたね。本日もよろしくお願いします。                                 林  正俊 

・冨田盛義さん報告御願いします。本日もよろしく御願いします。                          加藤  猛 

・無事に 3人目の娘が嫁ぎました。これで親の責任が終了しました。ホッとしています。        宮下智香子 

本日もよろしくお願いします。 

・本日も宜しくお願いします。                                奥野 悦弥 

・本日もどうぞ宜しくお願いします。                            伊藤  真 

・本日より宜しくお願いします。                                                           神谷 恵理 

・本日よろしくお願い致します。                                                           小谷 恒夫 

  “百貨店  プライベートブランド  まっさかり  米もつくるし  愛もつくるかも” 

   ひゃっかてん                                     コメ            アイ 

  

  ＜幹事報告＞ 

①  ロータリー東日本大震災青少年支援連絡協議会より「ロータリー希望の風奨学金支援協力」のお願い 

がきております。愛知長久手ＲＣとしては１人/1,000円募金の協力をお願いします。まだ募金されて

いない方はお願い致します。 

②  9月 22日(火)は法定休日より例会はお休みになります。 

③  10月 6日(火)ガバナー補佐訪問になります。会員の皆様お忙しいと思いますが、ご出席いただきます 

ようお願いいたします。尚、準備等がございますので、親睦委員の方は 10:40までにお願い致します。 

④  WFFの件ですが、クラブ計画書には 10月 25日(日)になっておりますが、10月 24日(土)に変更お願 

い致します。尚、時間は 10：30～を予定しております。よろしく御願い致します。 

⑤  先週交換留学生のナサニエル君が挨拶に見えましたが、今後クラブでも何か企画をしていきますが、 

会員方でも家族等で何かご予定されていることでナサニエル君の同行が可能な予定がありましたら、 

ご連絡お願い致します。(部活等で日程が合わない場合もあると思います) 

＜卓 話＞  

 演題：2015～2016年度 第 2760地区内職業奉仕委員長会議報告            冨田 盛義 

 平成 27月 9月 14日（月）  12：00～16：20  名鉄グランドホテル 11階にて 

私は、当日場所を間違えてニューグランドホテルに向かい余裕を持って参加するつもりが時間と体力を 

酷使するスタートとなった。慌ててグランドホテルに向かったが、ほぼ全員登録は終わっており、尚且食 

事もほとんどの方が済んでおり他人に見られながらの食事で味わうことができなかった。 

委員長中川さんの代理出席をして欲しい旨連絡を受けて了解をしたものの、自分が場所を間違えたこと 

で承諾しなければ良かったと後悔した。 

さて、本題ですが委員長がロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを 

育むことにある。職業奉仕は、職業上の高い倫理基準・約立つ仕事はすべて価値あるものという認識・ 

社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものとすることこれが、職業奉仕の概念で 

あります。等々の発言があり続いてグループディスカッションが行われた。 

グループディスカッションでは、事前に設問が用意されており各テーブルにて討論が始まった。 

第１問 今年度、クラブで行う職業奉仕月間プログラムについて 

当クラブでは行う予定和入っていない。昨年度は名古屋競馬場にて例会を行い非常に交換が持たれた。 

他クラブにおいては、エコフルタウン・火力発電所等公共的な所が多かった。尚、奉仕月間は 10月より 

1月に変更されたがクラブ会員内の事業所に伺う事例は少なかった。 

第２問 職場訪問を例会とすることがなぜ職業奉仕となるのか？また、どのような基準で訪問する職場を選択し



ているのか？優良従業員を表彰しているのか？ 

社員にロータリーの活動を理解してもらう。 会社を今一度再認識する機会となる等の意見が出た。 

どのクラブも優良従業員の表彰はなかった。 

第 3問 職業奉仕と 4つのテストはどのように結びついていると考えていますか？ 

また、4つのテストの持つ意味は何ですか？ 

各クラブ必ず例会内で唱和をしている 

１）真実かどうか  適正価格を守れているか・誇大広告・食品偽装等がないか 

２）みんなに公平か  社員の接客態度・同業種を誹謗中傷していないか 

３）好意と友情を深めるか 同業種の共存共栄が図れるか 

４）みんなのためになるかどうか  商品知識を持っているか・アフターサービスができているか 

会社が目的意識を持ち社員全員が 4つのテストを理解し一致した方向を見たとき会社は伸びるこの 

設問に対し他クラブの委員長は真剣度が上がっていた。 

第４問 職業奉仕と社会奉仕をどのように区別しているか。 

 職業奉仕は、民間規模であり社会奉仕は公的事業の補助である。 

この後の設問もあったが、わたしたちのグループは非常に和やかな雰囲気があり、設問以外にも会話が弾み難し

い討論を楽しみながら出来たのは非常に良かった。職業奉仕の意味は理解できていないが職業奉仕は、会社に利

益を上げることでありそれが１番大事ことである。今後はもう少し理解していきたい。 

以上で委員会報告を終了する。    

  

（公財）ロータリー米山記念奨学会ニュース  

………………………………………………………………………………………  

★ ハ イ ラ イ ト よ ね や ま １８６号 ★  2015年 9月 11日発行  

……………………………………………………………………………………… 

《今月のピックアップ記事》  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

ＧＥＴＳで学友夫妻がユーモアあふれるスピーチ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

ガバナーエレクト研修セミナー（ＧＥＴＳ）が 9 月 1～2 日、都内で開催され、2 日午後のセッション「ロータ

リー米山記念奨学会プログラム」において、小沢一彦理事長と岩邉俊久事務局長が米山記念奨学事業の現況 

報告を行いました。 

つづいて「ロータリー学友からのメッセージ」のセッションでは、ネパール出身で第 2590地区米山学友会会長

のエソダ・バスネットさん（2011-12／横浜戸塚ＲＣ）と、そのご主人でネパール政府公式通訳者として活躍中

のジギャン・クマル・タパさん（2008-09／横浜たまＲＣ）がそれぞれスピーチを行いました。 

夫婦そろって話し上手のお二人は、時折、会場の笑いを誘いながら、「ロータリーファミリーの一員になって、

国に対する偏見が無くなり、社会奉仕に目覚めた」「民間交流の大切さに気づいた」と、ロータリーとの出合い

で得たことを振り返りました。その思いを実践するように、4 月 25 日のネパール大地震発生以降、夫妻で率先

して現地への支援活動を続けています。そんなお二人に会場の研修リーダーやガバナーエレクトご夫妻の皆さん

から、盛大で温かな拍手が送られました。 

10月 6日(火) 10月 23日(金) 10月 24日(土) 11月 1日(日) 

ガバナー補佐訪問 

 

ガバナー訪問 

 

WFF 

 

 

地区大会 

 

 

(トヨタ博物館) (グレイセル) (久屋大通公園) (ウェスティンナゴヤ) 
 


