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2015-2016年度RIテーマ

＜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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２

２０１５

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2299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 会長挨拶、理事・役員紹介
山本 喬一会長

ＮＯ．２２９９
次週（７月９日）のお知らせ

１）例

会

２）ソング

（2300回）
日も風も星も

３）クラブ協議会

氏のテーマは、「Be a Gift to the World」「世界
へのプレゼントになろう」です。私たちの人生の
価値は、どれほど得たかではなく、どれほど与え
たかによって判断されると言われています。
また、
2660地区立野純三ガバナーの地区目標は

会長就任ご挨拶

「変革を！ロータリーを通じて奉仕（プレゼン

会長 山本 喬一

ト）を」です。会員基盤の強化、ロータリーのブ

本年度、第48代目の大阪天満橋ロータリーク

ランドイメージの確立ならびにＩＴの活用など

ラブの会長を務めさせていただくことになりま

に対応するために各クラブおいても変革が必要

した。当クラブは2年後に創立50周年を迎える重

とされています。

要な時期であり溝手副会長と中野幹事と共にそ

私は、大阪天満橋ＲＣにとって本年度は創立

の重責を全うすべく努力をしてまいりますの

50周年に向けて助走を開始する年と位置づけ、
各

で、会員の皆様の絶大なご支援とご協力をお願

事業に取り組んでいきます。まず、11月21日に当

い申し上げます。

クラブがホストを務めるＩＭ第6組の「ロータ

前年度の小寺会長年度で懸案であった例会場

リーデー」を会員全員の参加で成功させようで

を元の「ヒルトン大阪」への再移転を完了いただ

はありませんか。今年度は特に従来のロータリ

き、新たな気持ちで新年度を迎えられることを

アンだけの会合ではなく広く一般にも開放した

感謝申し上げます。一日も早く例会場移転に伴

事業が求められています。小寺直前会長が自ら

う影響を収め、本来のロータリー活動に専念し

実行委員長を引き受けていただき、
「北朝鮮によ

てまいります。

る拉致問題」をテーマに取り組みます。この

今年度の国際ロータリー会長、ラビン・ドラン

「ロータリーデー事業」を意義あるものにして

☆☆ 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

０名
１名
０名
０名

会員総数
62名
会員出席
47名(56名)
出席規定適用免除 25名
会員欠席
9名

）内は会員総数を基準とした値

6月25日の出席率
83.93％
４週間前（6月4日）の
メークアップを含む出席率 80.70％
メークアップ実施会員
5名（欠席者16名)

いくため、会員全員が実行委員のつもりで取り

の力仕事をやって頂きました。中島・中野新旧幹

組んでいきたいと思います。

事、若手の箕村・仲西・御木・寺杣・髙橋俊起会

つぎに、クラブの中長期の戦力を策定するこ
とが求められています。戦力計画委員会を立ち
上げると共に、各情報集会などの会合でクラブ
の未来について語り合い、
創立50周年に相応しい
大阪天満橋ロータリークラブ像を会員全員が共

員、事務局の大保さんには、大変ご苦労をおかけ
しました。会員全員を代表して、心より御礼申し
上げます。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①7月1日からロータリーレートが1ドル＝124円
に変更になります。（現行1ドル＝118円）

有できるように努めたいと考えています。また

②先日ご案内させて頂いております様に昨日よ

ロータリーデーや各奉仕事業をなるべく多くの

り新事務所にて業務を開始しております。電

会員に楽しく参加いただき、相互の信頼感を高

話 番 号（06-6344-0120）な ら び に FAX 番 号

め、より一層会員間の「絆」を深めて50周年への

（06－6344－0126）が変わっておりますので宜

基盤づくりの年としましょう。そのため本年度

しくお願い致します。

のクラブテーマは「奉仕（プレゼント）を実践し、
絆を深めよう！」とさせていただきます。

☆☆

７月度のお誕生日

13日 川本 浩

☆☆

16日 仲西 良浩
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

先週例会（６月１８日）終了後、第１回ロータ
リーデイ（旧インターシティミーティング）の実
行委員会が開かれました。１１月２１日（土）開
催に向けて、担当クラブである当クラブでの実
行委員会組織、テーマの確定、登壇者の確定、基
調講演ならびに鼎談の進め方、地区ガバナー及

③本日18：00より割烹「 悦 」にて「新旧理事・
役員・委員長懇親会」が開催されます。関係各
位宜しくお願いいたします。
④本日例会終了後、7月度定例理事会（新旧合同）
が引き続き例会場で開催されます。関係各位
よろしくお願い申し上げます。
⑤本例会終了後、恒例の会長と次期会長の木槌
の引継ぎを行います。

☆☆ にこにこ箱 ☆☆

敬称を略す

１年間、本当にありがとうございました。改め
て皆様に御礼申し上げます。加えてホームクラ
ブ皆出席自祝

小寺 一矢

１年間、何とか勤めあげられました。会員の皆
様ご支援くださり有難うございました。

びガバナー補佐に対する説明、依頼、各クラブへ
の案内、出席依頼（パンフの作成等）について協

橋本 守之
2014～2015年度年間皆出席を自祝して

議いたしました。次回は７月９日１１時とし、そ

坂本 一民

れ迄に可能な限り内容を詰めてまいります。因

１年間皆出席自祝

山本 喬一

みに実行委員長は小寺、副実行委員長は橋本守

ﾒｰｸｱｯﾌﾟを含む１年間皆出席自祝

石田 道夫

之氏、事務局長は中島清治氏で、各担当は順次、

ﾒｰｸｱｯﾌﾟを含む１年間皆出席自祝

髙田 肇

お諮りしてまいります。

１ヶ年皆出席自祝

大矢 平治

さて、本年度最終週の６月２０日事務局で

ホームクラブ１年間皆出席自祝

中島 清治

の荷物詰め、２３日・２４日第一ビルへの引越し

ﾒｰｸｱｯﾌﾟを含む一年間皆出席自祝

永田 秀次

と、次年度に備えての例会場移転、事務局引越し

ﾒｰｸｱｯﾌﾟを含む１年間皆出席自祝

高良 尚志

１年間皆出席自祝

御木 威

平素のご無沙汰をお詫びして。今日はようこそ
いらっしゃいました。

皆様、一年間お疲れ様でした。今後共どうぞ宜
しくお願い致します。ﾒｰｸｱｯﾌﾟを含む皆出席自祝
中野 格

寺井 種則

小寺会長、役員の皆様一年間ありがとうござい

小寺会長はじめ役員の皆様１年間ありがとうご

ました。

井戸 幹雄

ざいました。

役員の皆様１年間ご苦労様でした

衣斐 孝雄

小寺会長はじめ役員の皆様１年間有難うござい

阪本 宗久

小寺会長はじめ役員の皆様１年間本当にご苦労

ました。

様でした。

中野幹事エレクト、寺杣会員、仲西会員引越し

福原 哲晃

寺杣 晃一

小寺会長、橋本副会長、中島幹事、１年間無事

手伝い有難うございました。

石田 道夫

航海を祝して。

親睦活動委員会一同

岸本 良一

山本 喬一

小寺会長、中島幹事１年間おつかれさまでし
た。

青少年奉仕へのご理解とご協力に感謝して
大矢 平治

在本 茂

小寺会長、橋本副会長、中島幹事、理事の皆様
お疲れ様でした。

今年一年ご協力ありがとうございました。
ＳＡＡ一同

石田 道夫

小寺会長、橋本副会長、中島幹事一年間ご苦労

平成27年6月25日

様でした。

累計金
2,504,832円
☆☆ 木槌伝達式 ☆☆
小寺一矢2014-15年度会長より、山本喬一
2015-16年度会長に木槌が引き継がれました。

郡 悦清

小寺会長、橋本副会長、中島幹事、理事、役員
の皆様一年間お疲れ様でした。素晴らしい年で
あったと思います。

川原 和彦

合計金

255,000円

小寺会長、最愛の夫人を亡くされこの一年、本
当によく尽くして頂きました。中島清治幹事、
細やかなご配慮に接しともに心より感謝致しま
す。

坂本 一民

小寺会長ご苦労様でした。(こ)これで(て)手打
ちだ(ら)楽になり(か)会長(ず)ずっと(や)止め
ないで！シ･ミ･コ･ミのジュウリより
重里 國麿
小寺会長、橋本副会長、中島幹事１年間お疲れ
様でした。

中村 健輔

小寺会長、橋本副会長、中島幹事１年間ご苦労
様でした。

髙田 肇

☆☆新旧理事・役員・委員長懇親会☆☆
平成27年6月25日18：00から「割烹悦」にて新旧
理事・役員・委員長懇親会を開催致しました。

小寺会長、橋本副会長、中島幹事お疲れ様でし
た。又一年間大変お世話になりました。感謝
会員強化委員会 永田 秀次
小寺会長、橋本副会長、中島幹事一年間ありが
とうございました。

高良 尚志

１年間ありがとうございました。

中島 清治

１年間大変お世話になりました。おつかれ様で
す。

国際奉仕委員長 山田 雅則

小寺会長役員の皆様一年間ご苦労様でした。
中村 修
小寺会長、１年間お疲れ様でした。 寺村 清

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆

小寺会長、橋本副会長、中島幹事、理事役員の

立 食 料 理

四つのテスト その由来をひもとく

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

今から60年以上も前の大恐慌のさなか、一人の

しました。そしてやがてシカゴロータリークラ

ロータリアンが4項目からなる簡明な倫理指針を考

ブの会員となりました。1932年、ジュエル･

案しました。この指針は、窮地にあった彼の会社を救

ティー社の次期社長候補であったハーブは、破

うのに役立ったのです。この指針が表現していた内

産寸前状態にあったシカゴのクラブ･アルミニ

容や信条はまた、ほかの多くの人たちに対しても、倫

ウム社の再建を依頼されました。調理器具メー

理的羅針盤を提供することになりました。やがて、国

カーの同社は、総資産額を40万ドル上回る負債

際ロータリーによって採用され、広く知れ渡ること

を抱え、倒産の瀬戸際にありましたが、ハーブは

になったこの四つのテストは、今日では、ロータリー

この難事業を引き受け、危機にひん瀕した同社

の基本理念の一つとなっています。今世紀における

に自らの運命を託したのです。彼は、ジュエル社

ロータリーの最も素晴らしい声明の一つと言っても

を辞め、これまでの給与の8割減という収入でク

よいでしょう。

ラブ･アルミニウム社の社長に就任しました。し

創案は七つのテスト

かもそのうえ、運営資金に充てるため、自己資金

この四つのテストの創案者であるハーバート J.

6,100ドルを同社に投資したのです。

テーラー（ハーブ）は、やり手で卓越したセールスマ

信仰心の厚いハーブは、同社を建て直し、大恐

ンであり、人の上に立つ人物でした。ハーブは行動家

慌下の沈滞ムードを払拭（ふっしょく）するため

で、信仰心が厚く、道義を重んじる人物でした。1893

の手段として、社員たちに倫理的価値観の目安

年に米国ミシガン州に生まれたハーブは、イリノイ

となる簡潔な指針を提供すべく、神の啓示を求

州エバンストンのノースウエスタン大学を苦学の

めて祈りをささげました。

末、卒業しました。卒業後、彼は、ＹＭＣＡおよび英

社の倫理訓について構想をめぐらせたハーブ

国陸軍福祉機関の任務で渡仏し、第１次世界大戦で

は最初、およそ100語からなる文章をしたためま

は米国海軍の補給部隊員として従軍しました。1919

したが、これは長すぎると判断しました。そこで

年にグロリア･フォーブリックさんと結婚して、米国

さらに推敲（すいこう）を重ね、それを７つの項

オクラホマ州に新居を構えたハーブは、同地でシン

目にまとめたのです。四つのテストは当初は、七

クレア石油会社に勤務しました。彼は1年後に同社を

つのテストだったのです。しかし、これでも長い

退社し、保険･不動産･石油リース仲介業を始めまし

と考えた彼は、それを自問形式の4項目にまとめ

た。

上げ、それが今日の四つのテストとなりました。

数年に及ぶこの事業でいささかの成功を収めた

（続く）

奉仕の理想

元京都Ｒ Ｃ
作詞 前 田 和 一 郎

元東京Ｒ Ｃ
作曲 萩 原 英 一

つど

奉仕の理想に集いし友よ

みくに

御国 に 捧 げ ん 我 等 の

なりわい

生業

くおん

望むは世界の久遠の平和

めぐる歯車いや輝きて

とわ

永久に栄えよ

我等のロータリー

