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ロータリー親睦 活動月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2161回）
２）ソング
北国の春
３）卓 話 「 会 長 挨 拶 」
二宮 秀造会長
４）7
４）7月度定例理事会（新旧合同）

☆☆ 会長挨拶 ☆☆

「 １年間のご協力に感謝して 」
二宮 秀造 会長
いよいよと言うか、やっとと言うか、港に帰っ
て来ることができました。44代目の会長として、
会員の皆様に助けられながら辿り着くことがで
きました。心から感謝申し上げます。
浅学菲才の私ですので、随分勉強させられま
した。まず、会報に掲載する「会長挨拶」の文章
は、パソコンの直打ちで苦労して当初は3日掛か
りました。
またロータリー活動をして行く中で、今更な
がら「ヤル気」と「情熱」「行動」が全てを解決
することが判って来ましたし、
「とにかくやって
みる」ことが大切ということを実感しました。そ
してロータリーについての知識は、自分で勉強
しないといけません。そのテキストは「ロータ
リーの友」
「ロータリーの心と実践」
「ロータリー
情報マニュアル」です。この3冊を武器にして「委
員会活動」に励みますとより一層身に付くもの
と確信します。

次週（７月５日）のお知らせ
１）例 会 （2162回）
２）国旗およびロータリー旗に礼
３）ソング 君が代・奉仕の理想
４）卓 話 「 会長就任挨拶」」
川原 和彦会長
さて私は、今年度のテーマをRI「心の中を見つ
めよう博愛を広げるために」とRI2660地区方針
「見直しをすすめ新たな第一歩を」のもとで「変
革」を唱いました。
「自分が変わると、周囲が変わる」そして、今
までの自分がより成長すると確信しています。
私どものクラブには、大変立派な先輩達と今ま
で培われた伝統があり、実績も素晴らしく事業
もレールが引かれており大変忙しい1年でした。
今年は、東日本大震災の関連で、仙台市内の聴
覚診療所に医療機器の贈呈、
12月8日、
産経新聞厚
生文化事業団に震災孤児の奨学金を寄託、そし
て岩手陸前高田病院に胃カメラを、また南相馬
の鹿島厚生病院にベッド６０床を贈呈しまし
た。また、タイ第3350地区のロータリークラブを
ホストクラブとするWCS事業の継続実施をしまし
た。心配していた「会員増強」も最後に浅井副会
長、山田雅浩理事、中島清治会員のご尽力で純増
+２となり、目標達成できました。感謝申し上げ
ます。
ただ、
出席率がメークアップを含め88％で90％
90％台に乗ることが出来ませんでしたことは少
し残念です。クラブの通信簿の中心は出席率で
す。活性化に向けて頑張ろうではありませんか。
途中、中島豊彦幹事のまさかの入院がありまし
たが、浅井副会長にカバーして頂き感謝申し上
げます。また中島豊彦幹事の一日も早い回復を
お祈りします。
次年度は、川原体制になりますが、私同様ご支
援のほど、どうかよろしくお願いもうしあげま
す。と共に、この1年間、会員の皆様に助けられ
ましたこと、誠に有難うございました。

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

１名
０名
０名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

69名
45名(57名)
20名
12名

☆ ホームクラブ１年間皆出席 ☆
南川 和茂
中野 格
坂本 一民

中島 清治
二宮 秀造
寺内 清視

中村 修
奥 崇
梅本 知秀

☆ メークアップを含む１年間皆出席 ☆
在本 茂
郡 悦清
永田 秀次
中村 健輔
髙田 肇
山本 喬一

浅井 顯一
川原 和彦
中川 政照
成松 正和
徳岡昭七郎
山村 朋史

石田
溝手
中島
高良
山田
山田

道夫
悟
康之
尚志
雅則
雅浩

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
皆様こんにちは、来訪ロータリアンの皆様よ
うこそお越し頂きました。どうぞごゆっくりお
過ごし下さい。
20日、大阪天満橋RACの最終例会がありました。
た。ローターアクト委員会三谷委員長、山田雅則
副委員長、委員の皆様、1年間大変ご苦労様でし
た。月2回の夜の例会出席、理事会は本当に大変
だったと思います。
さて、私の会長職も来週で終わりです。１年間
余り盛りだくさんの事業、活動でした。「学ぶ」
ことが多く、もう少しロータリーを真面目に捉
え行動していたらと「反省」ばかりです。会員の
皆様の「好意と友情」に助けられましたこと、厚
く感謝申し上げます。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①「新旧理事・役員・委員長懇親会」の出欠のご
返事を事務局までお願いいたします。
②本日18：00より
「アサヒビアレストラン スー
パードライ梅田」にて新入会員歓迎会が開催
されます。関係各位宜しくお願いいたします。
③次週例会終了後、7月度定例理事会（新旧合同）
が開催されます。本日ご案内をしております
ので関係各位よろしくお願いいたします。

☆☆ にこに こ箱 ☆☆

敬称を略す

先週はご迷惑をおかけしました。ご協力ありが
とうございました。本日の卓話よろしくお願い
します。
西村 功
結婚記念日自祝
二宮 秀造
結婚記念日自祝
山田 雅則
在籍表彰自祝
重里 國麿
平成24
合計金
18,000円
平成24年
24年6月21日
21日
18,000円
累計金 2,948,639円
2,948,639円

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
立

食

料

理

）内は会員総数を基準とした値

6月21日の出席率
78.95％
４週間前（5月31日）の
メークアップを含む出席率 86.67％
メークアップ実施会員
3名（欠席者11名)

☆☆ 先週（ 6 月 21 日）の卓話 ☆☆
「 ホテル宴会の裏話 」
西村 功会員
こんにちは。西村でございます。前回2010年12
月16日にさせていただきました。本日で3回目に
なります。
前回は「最近の婚礼事情」というお話をさせて
いただきました。その最後にさせていただきま
した話が、「新郎、男性が当日来なかったことも
ありました。」でした。「そこが聞きたかった。」
というご意見を頂戴いたしましたので、今日は
そこから、話をしたいと思います。
1． 重婚
民法732条に配偶者のある者は、重ねて婚姻を
することができない、とされております。20年近
く前になると思います。男性は自分で会社をし
ておられました。両親はすでに他界されていま
した。打ち合わせはいつも2人でこられておりま
した。披露宴前日を迎えました。新婦の母上から
連絡がありキャンセルをしたいとのこと、男性
には奥様もお子様もいたことがわかったとおっ
しゃるのです。といいましてもすべての準備は
すんでおります。披露宴当日、新郎の両親はい
らっしゃらないので、親族のかたから、食事会に
させていただく旨を伝えていただき食事はス
タートしました。ご想像通り、会場は静まり返っ
ておりました。そのうち、「祝儀返してくれ。」
などという方も出てきましたが、食事を最後ま
でされず、帰られました。
2． Very well rare
私がホテルの仕事を始めて1年ほどのときで
す。まだ、研修中のウエイターをしておりまし
た。ここのホテルではないのですが、大宴会場で
某有名外資企業の顧客の招待会がありました。
宴会場の食事ではお肉の焼き加減を聞くことは
あまりないのですが、この時はメインの3卓だけ
お聞きすることになっていました。その会社の
日本法人の副社長さんでした。私は「Well」とお
聞きし、「Well done」と理解し、キッチンに通し
ました。当然、そのお客様だけお肉を焼くのに少
し時間がかかりました。
「大変お待たせいたしま
した。」とお持ちし、ゲストがナイフを入れられ
て、「Oh,very well rare !」とおっしゃり、実は
ウェルレアのご希望だったのです。わたしは
｢Well｣だけをお聞きし、勝手に「Well done」と理
解してしまいました。
3． ウェディングケーキナイフ入場
披露宴でケーキカットというのをご存知だと
思います。「新郎、新婦の始めての共同作業」と
いう紹介でされるものです。日本のケーキカッ
トはイギリスの方法を用いているといわれてい
ます。イギリスではケーキが3段になっており、

入刀した後、一番下は切り分けて披露宴の列席
者に振る舞い、2段目は来られなかった人達にお
裾分けし、一番上は夫婦が冷蔵庫で厳重に保管
し、第一子が産まれた日または1年目の結婚記念
日（紙婚式）に食べるといわれています。
そのケーキカットのときです。通常ケーキの
となりにおいてあるはずのケーキカット用のナ
イフがないのです。近くにいましたアシスタン
トに目配せをして、とりに走らせました。ご披露
宴の入場口から持ってまいりました。そこで司
会者が機転をきかして、
「それではケーキナイフ
の入場でございます。」といってくれたのです。
そこにスポットライトがあてられ、また、このア
シスタントも機転をきかせ、うやうやしくケー
キナイフを両手でもち上げ、堂々とまた賑々し
く入場し、担当キャプテンに引き渡しました。少
し時間はかかったものの、無事ケーキカットは
執り行われました。
4． コース違い
お正月あけの新年4日のことでした。ある企業
の新年会ということで、10階の小宴会場で15名様
のフランス料理のコースをご用意しておりまし
た。営業担当者はゲストがこられるのを待って
おりました。
ご来館され新年の挨拶を交わし、会場に入っ
て社長さんが一言。「これナイフ、フォークセッ
トしてあるけど、中華でたのんでたよな？」
この営業マンは「社長、コースとおっしゃって
ましたよね？」
「中華のコースて言うたやないか！」となっ
ておりました。15,000円の単価であったため、中
国料理は用意できても、フランス料理を捨てる
わけには参りません。営業マンは何とか社長様
をなだめて、フランス料理を召し上がっていた
だきました。その後、このお客様はヒルトンの顧
客となってくださいました。でも、いまだに、そ
のことは、笑い話に使われるそうです。
5． テーブル、イスの貸し借り
大きな会議などを受注した時、また、シアター
形式のイスだけの会議など受注した場合、会議
用テーブルや、イスが不足するときがあります。
昨今は、お客様から料金をいだだけることがな
かなかございません。そういった場合、近隣のホ
テルからお借りする場合があります。お借りす
ることもあれば、お貸しすることもあります。こ
れはお互いにそういうことがあります。
6． ゲストを逃がす
このホテルではございません。皆様はこのよ
うなことはないと思います。
宿泊部のマネージャーが顧客の男性の宿泊の
予約を受けました。
予定の日、顧客の男性が奥様ではない女性を
同伴されご宿泊にこられました。チェックイン
後、レストランで食事をされ、客室にお入りにな
りました。すると、今度はロビーにその男性の奥
様がこられ、「主人がきているはずだけど？」と
このマネージャーに詰め寄りました。「いいえ、

お見えにはなっておりませんよ。」と申し上げる
のですが、ロビーをうろうろとされ,かえろうと
されません。このマネージャーはかなり親しく
このお客様とさせていただいていたようで、携
帯電話にその旨をお伝えしました。ロビーをと
おってお帰りいただくわけには行きませんの
で、従業員用通路を通ってホテルのそとにご案
内し、お帰りいただいたとのことでした。皆さ
ん、ホテルマンとは親しくしていたほうが、何か
とお得でございます。
7． イングランドチーム
2000年の花博から淡路に私は3年間勤務してお
おりました。2002年5月31日から6月30日まで開催
されました、日韓共同開催のサッカーワールド
カップで淡路島の某ウエスティンホテル淡路が
宿泊施設としてイングランドチームを受け入れ
ました。東浦町という町が受け入れ、津名町とい
う町のグランドを整備し、クラブハウスを新築
し、更衣室、シャワールームを備えました。ホテ
ルも宴会場を選手の食事会場、ミーティング
ルーム、レクレーションルームなど多くの会場
を提供し、宿泊には荷物部屋も含め3フロアーを
提供しました。
一番大変だったのが警備でした。人気のある
ベッカム選手、オーエン選手などがいましたの
で、一般のゲストが当然ホテル内に入ってきま
す。その数は想像を大きく上回るものでした。
グランドに出発すると、ほっと一息つけるの
ですが、1時間くらいしか練習しません。すぐ
帰ってくるのです。クラブハウスも作って、シャ
ワールームも作ったのに1度も使わなかったそ
うです。戻ればホテルにありますからね。本当に
練習のしないチームでした。「ハードロックカ
フェ」や「神戸大丸」を貸しきったり、派手なチー
ムでもありました。某エアラインのキャビンア
テンダントの方が有名選手のお部屋に入ったと
か、入らなかったとか、あったようです。

☆☆ 新入会員歓迎会 ☆☆
6月21日(木)アサヒビアレストラン“スーパー
パードライ梅田”に於いて、新入会員の箕村 保
会員、仲西 良浩会員、髙橋 弘泰会員、高橋 竜啓
会員の歓迎会が開催されました。
二宮会長の歓迎の挨拶の後、紹介者及び新入
会員の挨拶や歓迎と激励のお話の中、歓迎会も
和気藹々と進行し盛会に終えることができまし
た。参加者：31名(新入会員を含む)
親睦活動委員会

四つのテスト その由来をひもとく （１／４）
今から60年以上も前の大恐慌のさなか、一人のロータリアンが4項目からなる簡明な倫理指針を考
案しました。この指針は、窮地にあった彼の会社を救うのに役立ったのです。この指針が表現してい
た内容や信条はまた、ほかの多くの人たちに対しても、倫理的羅針盤を提供することになりました。
やがて、国際ロータリーによって採用され、広く知れ渡ることになったこの四つのテストは、今日で
は、ロータリーの基本理念の一つとなっています。今世紀におけるロータリーの最も素晴らしい声明
の一つと言ってもよいでしょう。

創案は七つのテスト
この四つのテストの創案者であるハーバート J.テーラー（ハーブ）は、やり手で卓越したセール
スマンであり、人の上に立つ人物でした。ハーブは行動家で、信仰心が厚く、道義を重んじる人物で
した。1893年に米国ミシガン州に生まれたハーブは、イリノイ州エバンストンのノースウエスタン大
学を苦学の末、卒業しました。卒業後、彼は、ＹＭＣＡおよび英国陸軍福祉機関の任務で渡仏し、第
１次世界大戦では米国海軍の補給部隊員として従軍しました。1919年にグロリア･フォーブリックさ
んと結婚して、米国オクラホマ州に新居を構えたハーブは、同地でシンクレア石油会社に勤務しまし
た。彼は1年後に同社を退社し、保険･不動産･石油リース仲介業を始めました。
数年に及ぶこの事業でいささかの成功を収めたハーブは、1925年にイリノイ州に戻り、シカゴの
ジュエル･ティー社に入社、とんとん拍子に昇進しました。そしてやがてシカゴロータリークラブの
会員となりました。1932年、ジュエル･ティー社の次期社長候補であったハーブは、破産寸前状態に
あったシカゴのクラブ･アルミニウム社の再建を依頼されました。調理器具メーカーの同社は、総資
産額を40万ドル上回る負債を抱え、倒産の瀬戸際にありましたが、ハーブはこの難事業を引き受け、
危機にひん瀕した同社に自らの運命を託したのです。彼は、ジュエル社を辞め、これまでの給与の8
割減という収入でクラブ･アルミニウム社の社長に就任しました。しかもそのうえ、運営資金に充て
るため、自己資金6,100ドルを同社に投資したのです。
信仰心の厚いハーブは、同社を建て直し、大恐慌下の沈滞ムードを払拭（ふっしょく）するための
手段として、社員たちに倫理的価値観の目安となる簡潔な指針を提供すべく、神の啓示を求めて祈り
をささげました。
社の倫理訓について構想をめぐらせたハーブは最初、およそ100語からなる文章をしたためました
が、これは長すぎると判断しました。そこでさらに推敲（すいこう）を重ね、それを７つの項目にま
とめたのです。四つのテストは当初は、七つのテストだったのです。しかし、これでも長いと考えた
彼は、それを自問形式の4項目にまとめ上げ、それが今日の四つのテストとなりました。
（続く）
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季節 が 都会 では 判らな いだ ろと

丸木橋

届 いたお袋 の 小さな包 み
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あ の故郷 へ帰 ろかな 帰 ろかな

三、 山吹

わら べ唄 聞 こえ る 北国 の

ああ 北国 の春

兄貴 も親 父似 で 無 口な 二人が

たまには酒 でも 飲 ん でるだろか

あ の故郷 へ帰 ろかな 帰 ろかな

