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　企業とは何かを知るには、企業の目的から考えなければ
ならない。企業の目的は、それぞれの企業の外にある。
企業は社会の機関であり、その目的は社会にある。企業の
目的の定義は一つしかない。それは顧客の創造である。
《原書》
To know what a business is we have to start with its 
purpose. Its purpose must lie outside of the business itself. 
In fact, it must lie in society since business enterprise is 
an organ of society. There is only one valid definition of 
business purpose: to create a customer.

　「企業の目的は外にある」とはどういう意味でしょう？
もしも企業の目的が企業の内部にあるのなら、自社だけが
儲かればいいという考え方になってもおかしくありません。
経営者は自社だけが良くなることを考え、特に、自分
だけが得をすることを考え、社会やお客さまのことを考え
なくなります。
　社員は内部が大事だと考えれば、お客さまよりも企業の
内部にいる上司や社長を喜ばせるような行動をとるように
なるでしょう。ですから、ドラッカーは企業の成果は
外部にあると言ったのです。
　ドラッカーは、企業は社会の一機関であり、社会にとって
有用な存在であると認められてようやく存在が許されて
いるのだ、と言います。ですから、企業の目的は社会に
なくてはならない。それは顧客の創造である、といいます。
　「顧客の創造」とは何でしょうか？この言葉だけを
見ると、営業回りをしてお客さまを増やすことが企業の
目的なのか？と思ってしまいます。
　しかし、原書を見るとto create a customerとなって
います。翻訳では分からなかったのですが、英語では
顧客が単数形になっています。a customer つまり、たった
一人のお客さまを創るというのです。
　なぜ、一人のお客さまだけなのでしょうか？来週の
例会で続きをお話ししたいと思います。
　今夜は納涼夜間例会です。コロナ感染には十分に気を
付けて開催しますので、みなさまも注意しながらも、どうぞ
リラックスして夏の夜を楽しんでください。ありがとう
ございました。

［会長挨拶］ 米津仁志　会長
　みなさん、こんにちは。夏らしい
暑い毎日が続いています。
　さて、いよいよ東京五輪が始まり
ました。開会式についてはいろいろな
意見があったようですが、大きな
問題もなく順調にスタートしたことはよかったです。そして、
柔道、水泳、スケートボードなどで続々と金メダリストが
誕生しています。本日は、女子スケートボードで西矢選手が
史上最年少の13歳の金メダリストとなりました。有力な
選手が早々に敗退したことは残念ですが、これからますます
盛り上がっていくだろうと思います。
　私は学生時代、柔道をやっていましたから、柔道の試合は
よく見ています。ただ、私の習った昔の柔道とは違って、
今の柔道は完全にスポーツになってしまっています。
ルールをうまく利用して勝利するということが第一義に
なっています。私のころは「道」を教わりました。しっかり
礼をする、しっかり組む、せめる、場内で喜ばない、など
など。昔のことをいろいろ言ってもしょうがないですね。
　長引くコロナ禍において、オリンピックは明るい話題を
提供してくれて本当にうれしいです。
　本日の「ドラッカーの言葉」は、前回の続きで「顧客の
創造」についてご紹介します。前回ご紹介したのは以下の
部分です。

　利益は、個々の企業にとっても、社会にとっても必要
である。しかしそれは、企業や企業活動にとって、目的
ではなく条件である。（Yet profi tability is not the purpose 
of but a limiting factor on business enterprise and 
business activity.）利益は、企業活動や企業の意思決定に
とって、原因や理由や根拠ではなく、その妥当性の判定
基準となるものである。

　利益は企業の目的ではない。では、企業の目的とは
何なのでしょうか？
　ご紹介するのは、あまりにも有名な文章です。ドラッ
カーの『マネジメント（上）』第６章の「企業とは何か」ｐ73
より引用します。

第２８３９回例会（令和３年７月26日）
《 納 涼 夜 間 例 会 》



［ロータリーの友紹介］ 三井英和　委員長
【 横 版 】　６ページ　　ＲＩ会長シェ
カール・メータ氏から、「親愛なる
チェンジメーカーの皆さん」へと
メッセージと共に、人柄や活動に
ついて紹介されています。

【 縦 版 】　21ページ　　ロータリーアットワークに、「台風
被害から、みんなで取り戻した地域の電鉄」と題して
上田東ロータリークラブが被災直後からさまざまな支援
活動に取り組んできた記事が掲載されています。

［幹事報告］ 柳澤雄次郎　幹事
１．地区事務所
　　熱海豪雨災害支援金の御礼
　　 2020-2021年度ガバナー任期終了の
ご挨拶及び第2680地区「会員増強
物語」送付について

　　米山記念奨学会
　　　①寄付金納入明細総合表（2021年６月）
　　　②寄付金納入明細表（2021年６月）
　　　③表彰一覧（2021年６月）
　　　④寄付金傾向（2021年６月）
　　ロータリーデーの旗、パネルの貸出しについて
２．蓼科ＲＣ　メールアドレス変更のお知らせ
３．白馬ＲＣ
　　「交換学生スキーの集いin白馬2022」再開のお知らせ
４．上田ローターアクト　賛助金のお願い
５．㈱週刊上田新聞社
　　代表取締役社長、退任、就任のご挨拶
６．ささや　　お中元をいただきました
　　田辺印刷　お中元をいただきました
７．豊かな環境づくり
　　上小地域会議 令和３年度負担金納入について（依頼）
８．例会変更　小諸浅間ＲＣ　８月３日㈫　定受なし
　　　　　　　　　　　　　　　　10日㈫　定受なし
　　　　　　　　　　　　　　　　31日㈫　定受なし
　　　　　　　浅間ＲＣ　　　８月11日㈬　定受なし

［ニコニコBOX］ 櫻井雅文　委員長
　石井 人さん　伊藤典夫さん　内河
利夫さん　小幡晃大さん　上島孝雄
さん　柄澤章司さん　北村修一さん
窪田秀徳さん　桑原茂実さん　小林
俊明さん　小山宏幸さん　斉藤達也
さん　酒井喜雄さん　島田甲子雄
さん　滝沢秀一さん　成澤厚さん　林秀樹さん　布施修
一郎さん　丸山正一さん　矢島康夫さん　柳澤雄次郎さん
米津仁志さん　櫻井雅文さん　中村邦彦さん　滋野眞さん

本日喜投額　25名　￥ 29,000
累　計　　　　￥232,500

［例会の記録］
司　会：関　宇陽　委員長
斉　唱：ロータリーソング「四つのテスト」
●「ロータリーの友」紹介　●納涼夜間例会

［ラッキー賞］
　窪田秀徳さん（ささやさんよりお中元　とらやの羊羹）
　小山宏幸さん（田辺印刷さんよりお中元　ゼリー）

［出席報告］
関　宇陽　委員長 本日 前々回

（７/12）
会 員 数 57 57
出席ベース 51 50
出 席 者 数 42 47
出 席 免 除（b）
（　）内は出席者数 11（5） 11（4）
出 席 免 除（a） 0 0
メークアップ
（ ）内 は Make up 後 1（48）
出 席 率 82.35 96.00

●司会：成澤　厚さん　●挨拶：米津仁志  会長　●乾杯：島田甲子雄  パストガバナー　●中締：矢島康夫さん

主催／親睦活動・家族委員会　内河利夫委員長　　　生演奏／鍵盤と打楽器の夫婦ユニット「サチコ＆マーボー」

子
様
の
会
親
懇

［次回例会予定］　８月23日㈪　会員卓話（清水一郎さん）　「ロータリーの友」紹介　（８月２日発行）　【会報担当】　田邉利江子　委員長

［会報の訂正］（第2838回例会　令和３年７月19日分）
　ロータリー財団委員長の発表内容について訂正いたします
　① 年次基金への寄付を進め、ポール・ハリス・フェロー、
マルチプル・ポール・ハリス・フェローの両方で３名
以上の誕生を推進します。

　② ポリオプラス寄付、ロータリー平和センター寄付を推進
します。

　③MY ROTARYへの登録普及を推進します。
　会員皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。


