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＜四つのテスト＞１．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか
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会員増強・拡大月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

（2212回）

２）ソング

我等の生業

３）クラブ協議会（ガバナー補佐訪問）

☆☆ 山田

次々週（８月２２日）のお知らせ
１）例 会
２）ソング
３）卓 話

（2213回）
それでこそロータリー
「老眼科医のつぶやき」
保倉 賢造会員

英男ガバナー補佐訪問を心から歓迎申し上げます ☆☆
☆☆ 8月度の在籍表彰 ☆☆
10ヵ年 北村 修久 10ヵ年 西井 幾雄
1ヵ年 西海 栄悦

☆☆６ヵ月ホームクラブ皆出席者☆☆
御木 威

山本 喬一
（以上敬称略）

＊＊
国際ロータリー第２６６０地区
ＩＭ第６組担当
やまだ

ひでお

山田

英男

ガバナー補佐

プロフィール
【生年月日】 1939年7月16日
【職 歴】

山田グループ代表取締役会長
在大阪カンボジア王国名誉領事

【ロータリー歴】
1987年5月 大阪城北ＲＣ入会
1997～98年度 理事
1999～00年度 理事
2001～02年度 副会長
2003～04年度 会長
2006～07年度 理事
ベネファクター
ロータリー財団メジャードナー
米山功功労者（メジャードナー）

先 週 の 例 会 報 告
☆☆

会 長 報 告

＊＊

☆☆

いよいよ８月となり暑い盛りとなりました。
会員の皆様も健康に留意ください下さいまし
て、この夏を乗り切っていただきたく存じます。
ビジターの皆様、ゲストの皆様ようこそいらっ
しゃいました。どうぞごゆっくりおすごし戴き
たいと思います。
山口、島根の記録的集中豪雨があり、１時間に
１３８ミリ、トータル３８１ミリもの雨が降っ
たとのことで大きな災害となりました。山口で
は周南町の事件もあり、最近事件が多いようで
すが早くしずまってほしいものでございます。
これにより被害を受けられた方にお見舞い申し
上げます。
本日は青少年派遣学生で前年度の上木澪君、
本年度の郷渡一司君が出席されておられます。
後程一言挨拶をお願いしたいと思います。

☆☆ 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

２名
５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

68名
48名(59名)
26名
11名

会長報告
１.先般７月２５日重里会員の経営されます、学
校法人日本分析化学専門学校の学生さんの、日
本赤十字社大阪府赤十字血液センターへの献
血運動に対し、大阪府知事より表彰をうけられ
ました。まことにおめでとうございます。
私共大阪天満橋ロータリークラブも社会奉仕
事業としての献血活動につきまして、重里会
員の学校法人日本分析化学専門学校にひきつ
づきお世話になっております。重里会員いつ
もありがとうございます。来年は大阪天満橋
ロータリークラブが表彰を戴けるのではない
かと思っております。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「2013年秋の上級ライラ」
のご案内を本日お配
りしております。
②「第12回 ロータリー日韓親善会議のご案内」
が届いております。詳細につきましては掲示
板をご覧ください。
③秋の家族会のご案内を本日お配りしておりま
す。多数のご参加をお願いいたします。
④健康委員会より「会員健康アンケート」をお配
りしております。ご記入のうえ、お帰りの際に
受付にご提出ください。
⑤次週例会場にて「クラブ協議会（ガバナー補佐
訪問）」を開催いたします。ご出席者は第１例
会でお配りしています本年度の年次計画書を
必ずご持参いただきますようお願いします。
会員各位の多数のご参加をお願いいたしま
す。
⑥№5テーブル情報集会の出欠のご返事を事務
局までお願いいたします。
⑦「2013～2014年度 上半期会費のお願い」をさ
せて頂いております。お振り込み宜しくお願
いいたします。
⑧本日18：00より№7・8テーブル情報集会がイン
ターコンチネンタルホテル大阪20Ｆ「ノカ」に
て開催されます。関係各位よろしくお願いい
たします。
⑨事務局のお盆休みは8月12日（月）～14日（水）
です。また、次々週8月15日（木）は定款によ
り休会にさせて頂きます。なお、事務局もお休
みさせて頂きます。

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

敬称を略す

東村先生 本日の卓話どうぞよろしくお願い致
します。
在本 茂

）内は会員総数を基準とした値

８月１日の出席率
81.36％
４週間前（7月11日）の
メークアップを含む出席率 84.38％
メークアップ実施会員
0名（欠席者10名)
地区クラブ奉仕拡大増強委員 東村高良様 本日
の卓話宜しくお願い致します。
会員強化委員会
喜寿及び結婚５０周年の自祝
重里 國麿
誕生日自祝
寺杣 晃一
上木さんお帰りなさい。郷渡さん、健康が一番
です。天満橋ロータリークラブは、いつも応援
しています。
中島 康之
大阪天満橋ロータリークラブ様のおかげで、８
月２０日に派遣して頂けることになりました。
海外で、積極的にがんばりたいと思います。
郷渡 一司
郷渡一司が会員の皆様のおかげで８月２０日よ
り出発出来る事となりました。感謝！感謝！
中川 政照
体調不良例会欠席お詫び
西海 栄悦
ホテル等へのご注文事項、是非ご意見箱へ
ＳＡＡ
平成25年8月1日
合計金
39,000円
累計金
467,000円

☆☆ 先週（8 月 1 日）の卓話 ☆☆
－－会員増強・拡大月間記念卓話－－
「本腰を入れて会員増強しましょう」
RI2660地区クラブ奉仕・拡大増強委員
東村 高良 様
会員強化委員会
私は、RI2660地区拡大増強委員として４年目に
なります。直近の３年間はアンケート分析を担当
しました。そこで分かって来たのは、次のような
ことでした。
（１）新入会員数は思いのほかある（地区全体で
約＋300名）。
（２）それを、上回る退会者数がある（約－400
名）。そのために、会員数の減少傾向。
ここから言えることは、
＜１＞新入会員を増やすと言うスローガンだけ
ではダメである。
＜２＞退会防止のスローガンも、同時に必要であ
る。
そこで、昨年度、考えたのが、
プロジェクト3900 会員拡大増強のための
◎勝利の方程式＝
｛１：会員増強の最大化｝－｛２：退会者の最少
化｝＋｛３：「会」の充実｝
でしたが、効果は上がりませんでした。

純増１０％ＵＰの１０％ＵＰの目標は、高過ぎ
たと思います。
そこで、
＜３＞さらに、今年度は、RIのイメージアップ作
戦３年目とも関連付けて、
１．会を充実させる⇒２．宣伝を行う⇒３．勧誘
する
という、一連のサイクルを想定して、ロータリー
の会を再構築しましょうという、ご提案です。
ここで、RI2660地区の全体像は、クラブ数は83
で、最大263名、最少12名、平均44名、中央値35名、
最頻値30～39名です。合併クラブが2クラブで各
60名と54名です。また、朝例会の「大阪アーバン
RC」、茶会例会の「大阪みおつくしRC」、我が地
区ではありませんが、インターネット例会の「Ｅ
クラブ」が最近、新設されました。
●『良い友人の友人は良い友人』という、良い友
人を１人でも多く勧誘してロータリーの連鎖の
輪を各ロータリークラブで拡げて行きましょう。
貴クラブにおかれましては、
手作りで、
独自の、
ロータリー発展のサイクルを実施し完成させ、実
効を上げていただき、貴クラブの益々のご発展を
ご期待申し上げます。

・体調管理
（充分な睡眠、充分な水分摂取、早寝早起き、休
肝日を設ける、23時までには帰宅する）
・食事の内容に気を付ける
（少食・少飲、適性カロリー計算、食事調節、甘
いものやお菓子を控える、野菜を多く食べる、
朝食はニンジン・リンゴジュースのみ、野菜
ジュース、黒酢ニンニク、麦緑素）
２．現在治療中の病、または健康上の気になって
いること
・尿管癌、疣贅状癌(口膣)、糖尿病、パーキンソ
ン病、痛風、狭心症、腎臓結石、メタボ、頭痛、
高血圧、咳(特にから咳)、痰の切れが悪い、尿酸
値、入睡障害、脳梗塞(治療済)
３．
ご質問事項等ございましたら、
ご記入下さい。
・γ-GTPの高数値は、お酒が原因といわれていま
すが、禁酒以来１年７ヶ月経ちましたが最近120
以上の測定値が示される。その原因を知りたい。

＊＊ No. ７・８テーブル情報集会 ＊＊
日時：８月１日 １８：００～
場所：インターコンチネンタルホテル大阪２０
階「ＮＯＫＡ」
連日の酷暑にもかかわらず１０名の出席を得
て、開催されました。
目の前で調理するオープンキッチンのディ
ナーブッフェに舌鼓を打ちながらも在本会長へ
の激励の言葉と参加者の身近な情報交換で終始
笑いの絶えない一時を過ごしました。

＊＊ 会員健康アンケート ＊＊
健康委員会
平成25年8月1日実施 出席会員46名 回答者23名
１．日頃の健康法で実施していること。または気
を付けていること。
・適度な運動
（ウォーキング、ランニング、ラジオ体操、ジム、
犬と散歩、電車または歩いて通勤）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
フレッシュ“カンパチ”のマリネ、アスペル
ジュとトマトのドレッシング
鰆のロティ、野菜の煮込みとサフラン・ポテト
パンナコッタ、アプリコットソースとアーモン
ドの香り コーヒー
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四つのテスト その由来をひもとく

（２／４）

広告に適用した四つのテスト
次にハーブ（四つのテストの創案者であるハーバート J.テーラー）は、できあがった項目を社の
4部門の部長にはかりました。その4人はローマカトリック信者、クリスチャンサイエンティスト、正
統派ユダヤ教徒、長老派教会員という人たちでした。四つのテストが自分たちの宗教上の教義に反し
ないばかりでなく、私生活ならびに職業人としての生活の模範的指針になるものであることで、意見
の一致を見ました。
このようにして、「言行はこれに照らしてから」の四つのテストが誕生したのです。
真実か どうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるか どうか
簡潔さの中に深い意味を包含するこのテストは、事の大小にかかわらず、クラブ･アルミニウム社
が諸事決定を下す際の基本となったのです。しかし、テストというものはどんなものであれ、実際に
検証される必要があります。実社会でうまくいくだろうか？
事業家がその指針に従って仕事をこなしていけるだろうか？
ある弁護士はハーブにこう言いました。
「もし私がこのテストを厳密に実行したら、私は飢え死に
するでしょう。ビジネスに関して言えば、四つのテストは絶対に実行不可能です」。
この弁護士の懸念も、わからないではありません。他者の利益を立脚点とした上で、真理を実践し、
行動評価を行うよう求める倫理システムは、どんなものであれ、大きな負担を伴います。そのような
テストは、誠実さと野望のバランスを取るのに腐心している人たちに、苦痛に満ちた葛藤（かっとう）
を与えることにもなります。一つの生活様式として、それを現実的に実行できるかどうかをめぐって、
世界中で熱い議論が戦われてきました。懐疑深く、消極的な考え方しかできない人たちはさておき、
ロータリアンの中にも、四つのテストは極度に単純化された哲学であって、その有用性は疑わしく、
相矛盾する趣旨からなっており、目標は非現実的である、と真剣に考えている人たちが常に存在しま
す。
このテストは、自らの動機と目標を思慮深く検討するよう求めるものです。真実、公平さ、思いや
りに対する強調は、道徳的要素を多く含有しているため、“倫理的消化不良”を起こしてしまう人た
ちも確かにいます。しかし、1930年代のクラブ･アルミニウム社においては、あらゆることが、四つ
のテストに照らして判断されたのです。まず広告に対してそれは適用されました。「より良い」とか
「最上の」とか、あるいは「最高の」や「最高級の」といった表現が広告から削られ、製品に関する
事実に基づいた説明文が載せられることになりました。競合他社の欠点を論ずる文面も、広告や企業
案内から取り除かれたのです。
（続く）

