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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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水 と 衛 生 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会
２）ソング
３）卓 話

（2376回）
友と呼べるのは
「エレキギターと私」
在本 茂会員

次々週（４月６日）のお知らせ
１）例 会 （2377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 「印刷業界を取り巻くアレコレ」

４）4月度定例理事会

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

最初に悲しい報告です。３月１０日（金）小寺
一矢パスト会長がご逝去され１３日（月）にお通
夜１４日（火）告別式が千里会館にて執り行われ
ました。最後のご子息のご挨拶で「御父上が弓道
をされており一本の矢から”一矢“と命名され
たそうです」その名の通り真っ直ぐ実直に質実
剛健な方でした。本当に寂しく、大切な方をまた
一人失くしたと痛感致します。今頃は最愛の奥
様と逢われ”待たせたね“とお二人また仲睦ま
じくお過ごしになられる事でしょう。心よりご
冥福をお祈り申し上げます。又、御参列およびお
手伝い頂きました皆々様有難う御座いました。
３月９日（木）夜、台北陽明RCの４０周年記念
式典の参加の為、第一陣が出発し翌日１０日
（金）礁渓温泉のロイヤルホテルにてウエルカ
ムパーティが開催。翌１１日（土）式典の前に、
当RACと陽明RACとの友好クラブ提携の更新の為
の調印式が陽明RC（Thomas）会長と私の立会いの
下、執り行われ今後も両RACが意義ある交流を続
けていくことで合意致しました。
４０周年記念式典は福華飯店で開催され当ク
ラブより２２名
（会員１５名、
婦人１名、
RAC５名、
RAC・OB１名）に参加頂きました。
パーティは余興として四川省のお面の摩り替

勝見

茂

会員

え芸および女性４人組の華やかな歌と演奏で大
いに盛り上がり４時間半の式典でしたが楽しく
過ごす事が出来ました。
３月１４日（火）テーブル５，７の情報集会が
神戸「中国酒家」で開催されました。円卓テーブ
ルで顔を突き合わせての会話にて楽しい情報を
一杯入手出来、また当店の名物料理のフカヒレ
のお刺身には全員無言となってしまいました。
中川・髙橋両T・Mお世話になりました。
３月１５日（水）RACの例会が錦城閣で開催さ
れました。今回は恥かしながら私の卓話と云う
ことで拙い話をさせて頂きました。今回より2名
が新しく入会してくれ、我々も負けないように
会員増強頑張らねばと思いました。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①先日お亡くなりになりました当クラブ第４７
代会長小寺一矢会員につきまして掲載されて
います産経新聞の記事を掲示板に貼っており
ますのでご覧ください。
②「春の家族会」出欠のご返事を事務局までお
願いいたします。
③「第3回 三世代クラブ有志合同懇親会」出欠
のご返事を事務局までお願いいたします。
④本日例会終了後 第4回被選理事会を10Ｆ
「平安
の間」にて開催致します。関係各位宜しくお願
いいたします。

☆☆ 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

３名
１名
０名
０名

会員総数
58名
会員出席
44名(52名)
出席規定適用免除 21名
会員欠席
9名

⑤3月23日例会終了後「4月度定例理事会」を開催
いたします。本日ご案内させて頂いておりま
すので関係各位宜しくお願いいたします。
⑥次々週3月30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

本日 卓話よろしくお願いします。 中村 修
中村修さん 卓話宜しく！
石田 道夫
中村修さん 卓話がんばって下さい。 井戸 幹雄
中村修さん 卓話ガンバレ！
髙松 貞彦
小寺会員 御冥福をお祈り申し上げます。
石田 道夫
小寺寿矢さん ご兄弟ご家族とも元気で頑張っ
て下さい。きっと父君が、あの世から見守って
くれると思います。
橋本 守之
敬愛する故小寺一矢氏のご冥福を心よりお祈り
いたします。
坂本 一民
小寺前会長をしのび哀悼の意をこめて
井戸 幹雄
小寺先生！！ パラオぺリリュー島の旅が昨日
の事のようです。どうぞ安らかにお眠り下さ
い。合唱
川原 和彦
小寺一矢先輩！最後にお会いした「観梅の会」
での笑い顔が忘れられません！誠に残念です！
中川 政照
小寺先生の御冥福をお祈り致します 在本 茂
小寺先生、長い間、有難うございました。
福原 哲晃
小寺パスト会長のご冥福を謹んでお祈り申し上
げます。
山本 喬一
小寺一矢さん まっすぐな矢ありがとうござい
ました。
西井 幾雄
小寺先生を偲んで。
髙田 肇
小寺先生 ご冥福お祈りいたします 溝手 悟
小寺パスト会長の在りし日を偲んで 鍬田 充生
小寺先輩を偲んで…
永田 秀次
小寺先生の「マイ・ウェイ」をもう一度聴きた
かった！残念でなりません。ご冥福をお祈りし
ます。
中島 清治
小寺先生のご冥福を祈ります。
中村 修
小寺先生 ご冥福をお祈り申し上げます。お世
話になりました。
寺杣 晃一
小寺先生のご冥福お祈りいたします。
柳澤 興平
小寺先生 大きな孔があいたような気がしま
す。ご冥福をお祈り致します。
高良 尚志

）内は会員総数を基準とした値

3月16日の出席率
82.69％
4週間前（2月23日）の
メークアップを含む出席率 83.02％
メークアップ実施会員
3名（欠席者12名)
62回目の結婚記念日自祝！
川本 浩
諸事不備お詫び
金田 五郎
平成29年3月16日
合計金
118,000円
累計金 2,331,000円

☆☆ 先週（3 月 16 日）の卓話
「ペースメーカー入れました」
中村 修会員
始まりは、27年の秋、ゴルフ場での出来事で
した。何時もの様に、走ってグリーンに上がった
時、今迄にないすごい動悸と苦しい呼吸2、3分
じっとしていたら、少し楽になって来たので、そ
のままゴルフを続けました。歩かずにカートに
乗ってばかりでゆっくりゴルフをし風呂にも入
り帰りました。
翌日、主治医に相談すると、すぐに北野病院の
診察、紹介状を書いてもらいました。
北野病院、心臓内科医に診てもらうと、即入院
と言われ、ビックリ。突然死の恐れが有。
28年1月27日入院、ＭＲＩ、カテーテル等、毎日
検査の日々で11日間で退院。
病名は「拡張型心筋症、完全左脚ブロック」で
す。その後9ヶ月間内服治療を続けましたが、心
臓の動きが３５％から５０％に改善しました
が、これが現在の治療ではこれで精一杯で、現状
維持しか出来ませんと言われ、
11月に外科医の問
診があり、ペースメーカーの植込みを打診され
すぐに決断して、手術をお願いした。
29年1月29日に「ＣＲＴ－Ｄ」
の植込手術を行い
ました。手術後リハビリを行い約10日で退院、現
在に至っています。
体調はすこぶる良く、ゴルフもすぐ出来そう
ですが、医者から半年は激しい運動は止められ
ています。ゆっくり控えめに養生して復活した
いと思います。
大阪市身体障害者1級の手帳を貰う。
大阪市営交通が無料、駐車禁止除外指定車標
章が交付されました。これはメリットです。
デメリットは6ヶ月間の運転禁止です。
ロータリー財団
米山奨学会

コインサービスの報告
12/１
３/16

残
高 231円
受
入 100円
現 在 高 331円

京劇や、中国獅子舞を、終盤には艾楽団による
JAZZ演奏に触れ、大いに盛り上がりました。
式典終了後、台北陽明RCの皆様と本年１２
月、創立５０周年記念式典での再会を誓い、暖
かく見送っていただきながら会場をあとにしま
した。
いつもながらの手厚い歓迎と様々なサポート
に感謝するとともに、
一朝一夕には作り上げることの出来ない３９年
に及ぶ友好と親睦を感じ、益々の発展を願う良
い時を過ごしました。
（参加者一同）

☆☆ 台北陽明扶輪社40周年記念式典 ☆☆

☆☆ 石田道夫会長ＲＡＣでの卓話 ☆☆
3月第2例会で石田会長が卓話をされました。

３月１１日（土）の台北陽明扶輪社４０周年
記念式典出席の為、石田会長はじめ１５名の会
員、会員ご家族１名、RACメンバー５名、そのOB
１名の合計２２名にて訪問し、ウエルカムパー
ティーや式典等各種行事に参加して参りまし
た。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・蟹サラダをカリフラワーのババロワに載せ
て、トマトクーリーとムスクランサラダ
・鴨とチキンレバーの春巻き、マッシュポテ
ト、スパイシーアボカドディップ
・グリオットチェリーと桜のムース、蓬のビ
スキュイ
・コーヒー又は、紅茶
・胡桃入りソフトブレッドとバター

ウエルカムパーティーは、ホテルロイヤル礁
溪の華やかな会場で賑やかに執り行われ特に親
睦を深める有意義な時間を過ごしました。
４０周年記念式典は例年どおり福華大飯店に
て姉妹クラブ・近隣クラブ・RAC・ご家族併せて
総勢３００名を超える参加で、大変盛大な催し
でした。
式典では記念品の贈呈、漢音文化劇団による
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ロータリーの先駆者＜海外編＞
アーサー Ｆ.シェルドン（Arthur Frederick Sheldon

1868～1935）

初期ロータリーの指導的人物。アメリカ・ミシガン州ヴァー
ノン生まれで、1908年シカゴＲＣ入会。
1950年のデトロイト国際大会で承認された、ロータリーの
標語「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」という標
語の原型になる言葉を、1910年、ロータリー初の大会（シカ
ゴ）で掲げた人です。
彼の墓碑には、この標語が刻まれています。シェルドン
は、ビジネスはすべて社会に尽くす手段でなければならな
い、という信念とともに生きました。

ロータリーの先駆者＜海外編＞
ベンジャミン・フランク・コリンズ（Benjamin Frank Collins 生没年不詳）
初期ロータリーの指導的人物。アメリカ・ミネアポリスＲ
Ｃ会員。1911年のポートランド国際大会で、彼は、他人のた
めに尽くすことの意義と重要性を説き、ロータリークラブは
「Service，Not Self（無私の奉仕）」を根本精神として結成
されねばならない、と強調しました。
この言葉は、その後修正されて、1950年のデトロイト国際
大会で、ロータリーの標語「超我の奉仕」（Service Above
Self）として、結実しました。そして、2005-06年度のＲＩの
テーマにも採用されました。

ロータリーの先駆者＜海外編＞
ハーバート J.テーラー（Herbert J. Taylor

1893～1978）

1954－55年度ＲＩ会長、シカゴＲＣ会員。「四つのテスト
（THE 4-WAY TEST）」の創案者です。
彼は1932年、倒産寸前の会社再建を任されたとき、モラル向
上の方法として“言行はこれに照らしてから”の「四つのテス
ト」を作りました。
以来、創案は改変され現在の「四つのテスト」を、ＲＩでは
職業奉仕にふさわしい職業倫理訓として認めています。 1942
年、彼は「四つのテスト」を使用する権利をＲＩに付与、1954
年のＲＩ会長就任時には、著作権もＲＩに譲渡しています。

