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本日の行事予定本日の行事予定本日の行事予定本日の行事予定    ((((2012 年年年年 10 月月月月 19 日日日日))))    第第第第 2898 回例会回例会回例会回例会 卓話担当：松崎安孝君卓話担当：松崎安孝君卓話担当：松崎安孝君卓話担当：松崎安孝君    演演演演        題：「困ったなあ」題：「困ったなあ」題：「困ったなあ」題：「困ったなあ」     先回の記録（例会）先回の記録（例会）先回の記録（例会）先回の記録（例会）    第第第第 2897 回回回回 ’’’’12 年年年年 10 月月月月 12 日（金）晴れ日（金）晴れ日（金）晴れ日（金）晴れ 卓話担当：米山奨学委員長卓話担当：米山奨学委員長卓話担当：米山奨学委員長卓話担当：米山奨学委員長    伊藤哲朗君伊藤哲朗君伊藤哲朗君伊藤哲朗君    講講講講        師：師：師：師：地区米山奨学委員地区米山奨学委員地区米山奨学委員地区米山奨学委員                 鮑鮑鮑鮑尓尓尓尓吉徳吉徳吉徳吉徳(ボルジド)君君君君（名古屋栄ＲＣ）（名古屋栄ＲＣ）（名古屋栄ＲＣ）（名古屋栄ＲＣ）                  米山学友米山学友米山学友米山学友    周夏周夏周夏周夏(シュウ カ)君君君君 演演演演        題：「夢と現実」題：「夢と現実」題：「夢と現実」題：「夢と現実」 ストレッチストレッチストレッチストレッチ体体体体操操操操 浅井彦治君 ロータリーソングロータリーソングロータリーソングロータリーソング    「我らの生業」   ソングリーダーソングリーダーソングリーダーソングリーダー 寺島淳一君 ゲ スゲ スゲ スゲ ス トトトト    後藤稔君（名古屋清須ＲＣ）    ビ ジ タビ ジ タビ ジ タビ ジ タ ーーーー    加藤憲治君（あまＲＣ） 会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数  71 名    9 月 21 日例会分訂正 出席免除会員出席免除会員出席免除会員出席免除会員  21 名     欠 席 会欠 席 会欠 席 会欠 席 会 員員員員    14 名 本日出席会員本日出席会員本日出席会員本日出席会員  64 名     MAKEUPMAKEUPMAKEUPMAKEUP 会会会会員員員員     7 名 本日の出席率本日の出席率本日の出席率本日の出席率  90.14%    訂正出席訂正出席訂正出席訂正出席 率率率率 96.97% 超 過 出超 過 出超 過 出超 過 出 席席席席 野々山勝也君（第 1回地区内クラブ社会奉仕委員長・環境保全委員長会議）、稲垣宏高君、片岡鉄君、水野憲雄君、大河内勝彦君、坂井裕君、佐藤栄一君、住田正幸君、田中正明君、寺島淳一君、山田勝弘君（60 周年台北滬尾ＲＣ担当委員会） 
 会長会長会長会長挨拶挨拶挨拶挨拶  篠田廣会長篠田廣会長篠田廣会長篠田廣会長     本日は職業奉仕月間にちなんで「四つのテスト」について考えてみましょう。  この「四つのテスト」誕生の経緯は、1932 年ハーバード・テーラーが破産状態であったクラブ・アルミニューム社の再建を引き受けたことから始まりました。彼はこの会社を倫理的に改善することを考え、社内の誰もがすぐ覚えられるような簡単な倫理的尺

度が必要だと考え、24 の語句で書き留めました。これが年月が経つにつれ、世界中で支持され、魔法のような効き目があるのを目にして、驚くばかりでした。それは戒律でも訓戒でもなく、どちらかと言えば読み手が自分の答えを見つける余地がある、易しいけれど厳しい質問です。この基本的な心理学が魔法の秘密であり、だれも命令を出してはならない、しかし、これを読んだ人はどうしたら立派な人間として行動できるかが示されていたのです、24 語の内の 5 つのキーワード、真実（ Truth）、公平（ Fair）、善意或いは好意（Goodwill）、友情（Better Friendship）、有益（Beneficial）は誰でも記憶できます。それではひとつずつ考えてみましょう。 ① Is it the Truth ? 真実かどうか。これは自分の言行に「うそ偽りはないか」「ごまかしはないか」 それは自分みずから判断しようとするのであって、このテストに照らして誤りのない道を進もうとすることです。 ② Is it Fair to all concerned ? みんなに公平か。この公平は分配の形容ではなくて態度の形容です。そして“みんな”とは concerned、すなわち自分に関わりのある人達、利害関係のある人達で、そういう人達みんなに、正々堂々とうしろめたいことなく、やっているかという意味です。 ③ Will it build Good Will and Better 
Friendship ?  好意と友情を深めるか。このテストは自分の行動が善意の表れになっているか、と自分で確かめ、次いでその結果が友情を深めることにつながるだろうかと、自問するのです。 ④ Will it be Beneficial to all concerned ?  みんなのためになるかどうか。これは“みんな”すなわち、お得意様、仕入先、下請、従業員といった自分の企業に関係しているすべての人達のためになろうと考えて、自分の職業生活に従事しているか、それを自ら確かめることです。 次に、この「四つのテスト」はひとつの言葉で
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す。それは「四つのテスト」が原典の英文では、
The Four-Way Testとなっており、FourとWayがハイフンでつながれた一語となっており、4 本の道ではなく十字路という意味です。「四つ辻」に立って正しい進路に思いめぐらすということです。この四つの言葉は一体であって、ひとつだけできても合格でなく、四つともできなければテストに合格したことにならないのであります。 次に、このテストの前文は The Four-Way Test 

of the things we think, say or doとなっており、言行はこれらに照らしてからと訳していますが、
Thinkの訳が抜けています。原作者のテーラーは、「心の中の考え」こそ第 1番に大切であると解説しています。邪心を持ちながらいくら言葉や行為が立派でも、それは偽善というものだと言っています。「言行」だけでなく、その前に「Think」とあるように、「四つのテスト」に反することはしてはいけないし、考えてはいけないということです。  幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告     稲垣宏高幹事稲垣宏高幹事稲垣宏高幹事稲垣宏高幹事    1. 本日 12 日、60周年広報記録委員会が「朝日寿し」にて開催されます。担当委員会の方は、ご出席お願い致します。 2. 10 月 14 日の第 2 回ＲＬＩ2760 分科会研修パートⅡに鈴木会長エレクトに出席頂きます。 3. 10 月 17 日親睦活動委員会を「夢菓子家」にて開催いたします。担当委員の方は、ご出席頂きます。 4. 10月18日の第3回地区識字率向上委員会に鈴木地区委員長に出席頂きます。 5. 10 月 18 日、11 名のメンバーの方に豊田ＲＣ クラブ例会に出席頂きます。また、翌日 19日の例会に、豊田ＲＣの皆さんをお迎えします。 6. 次回 10 月 19 日の例会終了後、60 周年全体会議を行います。全員そのままお残りください。 7. 前回理事会にて、「東日本大震災被害高校生支援プロジェクト寄付」のため、会員一人 15,200円の支援をお願いすることになりました。 8. 次回 3 分間スピーチは後藤亨君です。よろしくお願いいたします。 以上です、よろしくお願いいたします。  ニコボックス報告ニコボックス報告ニコボックス報告ニコボックス報告    第第第第 2892892892897777 回回回回    片岡鉄片岡鉄片岡鉄片岡鉄ニコボックス委員ニコボックス委員ニコボックス委員ニコボックス委員長長長長    後藤稔君（名古屋清須ＲＣ） 創立 60周年おめでとうございます。今日は（山崎直子の）宇宙船内服をお持ちしました。私が以前勤務していたサカイナゴヤで作っています。付帯技術がついています。 ボルジド君（地区米山奨学委員）本日、卓話におまねき頂きまして、ありがとうございます。今後とも米山奨学会、よろしくおねがいします。 

加藤憲治君（あまＲＣ） 愛西ガイドブック“あいさい物語”が発刊されました。ＰＲ・販売よろしくお願いします。私は挨拶だけの関与です。 篠田廣会長、滝川林一副会長、稲垣宏高幹事 ①名古屋清須ＲＣの後藤稔君をお迎えして。②地区米山奨学委員ボルジド君、米山学友周夏君をお迎えして。③本日もよろしくお願いいたします。 伊藤哲朗君 本日卓話を担当します。 伊藤祥文君 ①3 分間スピーチをやります。②あまＲＣ加藤憲治君をお迎えして。 服部昭三君 今年はやめようと思っていた「秋季さつき山野草展・水墨画・年賀展」がポスターにのってしまったので、がんばって準備しています。11 月 2～4 日です。見にきてください。 高木輝和君 ①浅井賢次様アフリカ旅行、元気でそして元気で帰って来て下さい。②後藤稔君をお迎えして。 岡本康義君 伊藤宮司さんにおせわになりました。住田正幸さんにおせわになりました。 加藤則之君 あまＲＣの加藤憲治君をお迎えして。 住田正幸君 清須ＲＣの後藤稔君をお迎えして。 山田勝弘君 式典当日まであと 3週間。よろしくお願いします。 寺田妟章君 商工会議所 50 周年の式典には大変お世話になりました。無事終了致しました。ありがとうございました。 宇佐美三郎君 一昨日、無事津島商工会議所 50周年の式典が終了しました。 水野憲雄君 ①松崎先生にお世話になりありがとうございます。少しはゴルフの練習をします。②ウィークリーに写真がのりまして。 片岡鉄君 伊藤祥文さんにお世話になりました。 根崎健一君 17 日に公安委員会の安全運転管理者講習会を開催します。各企業の皆様にご迷惑をおかけ致しますがよろしくお願いします。 山田清三君 今週も加藤泰一郎委員長に迷惑をかけています。 生田達一君、寺島淳一君、佐藤敬治君、幅辰雄君 ウィーウリーに写真がのりました。 猪飼充利君、城正憲君、佐藤栄一君、八木秀雄君 その他。         伊藤祥文伊藤祥文伊藤祥文伊藤祥文君君君君     私は昭和 61 年 4 月に津島神社に来て 27 年になりました。その前は静岡県の久能山東照宮におりました。本殿は津島神社と同じ頃、1600 年代前半に建立され、国宝指定されております。御祭神として徳川家康公（東照公）が祀られ、相殿には豊臣秀吉公と織田信長公が祀られています。  津島神社の本殿は 1605 年に徳川家康の四男の忠吉の寄進、楼門は豊臣秀吉の寄進と伝えられていますので、縁がある神社です。 
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卓卓卓卓    話話話話    卓話担当：米山奨学委員長卓話担当：米山奨学委員長卓話担当：米山奨学委員長卓話担当：米山奨学委員長    伊藤哲朗君伊藤哲朗君伊藤哲朗君伊藤哲朗君    講講講講        師：師：師：師：地区米山奨学委員地区米山奨学委員地区米山奨学委員地区米山奨学委員                 鮑鮑鮑鮑尓尓尓尓吉徳吉徳吉徳吉徳(ボルジド)君君君君                          （名古屋栄ＲＣ）（名古屋栄ＲＣ）（名古屋栄ＲＣ）（名古屋栄ＲＣ）                  米山学友米山学友米山学友米山学友    周夏周夏周夏周夏(シュウ カ)君君君君 演演演演        題：「夢と現実」題：「夢と現実」題：「夢と現実」題：「夢と現実」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  この卓話は、私がこれまで抱いていた夢、それらの夢の現状がいかなるものであるかを来場の会員に紹介することを通じて、これまでの私の成長の軌跡および日本で得られた成果などを提示することを主な内容としています。私の個人例を通して米山奨学金は私の人生にいかほど大きく影響を与えたかについて明示したいと思います。  私は平成 11 年から日本に入国し、広島県福山市において 2 年間ほど日本語を学習しました。日本語を勉学する間、私は学校の近くにある臨済宗神勝寺に修行しながら通学しました。また、その期間において、私は福山市曹洞宗持光寺の住職である近藤氏の依頼を受け、本堂の襖絵を制作し、地域の仏教活動に対しても極力貢献をしました。         その後、私は名古屋大学に入学し、学部および大学院にて仏教知識を文献学の角度から学びました。主な研究内容として、サンスクリット、漢文、チベット語の語学力を駆使し、初期大乗仏典である『普賢行願讃』についての原点研究を行いました。引き続き、私は仏教思想史にも興味を持ちはじめ、思想史研究の大家である立川武蔵教授のもとで勉強することを志し、博士後期課程の学生として愛知学院大学に入学しました。一昨年 11 月に『華厳仏教思想の形成』と題する学位申請論文を提出し、同大学大学院の学位授与手続きに基づく審査を受け、昨年 3 月に博士（文学）学位を取得しました。  愛知学院大学に在学している間、私は大学の推薦を受け、ロータリーの米山奨学財団の奨学生と

なりました。奨学金が授与される期間において、私は多くのロータリーの会員と触れ合う中、東海歯科医療専門学校の理事長野村順雄氏と知り合いました。野村氏は学園の理事長であると同時に僧侶の身分も持っている故、多くのロータリー会員の中、私は特に野村氏との交流が深まりました。親交をしているうち、私は野村氏の僧侶と医療事業の両立を果たせる能力に感服し、歯科医療専門への関心も徐々に高めてきました。野村氏も私のこの気持ち及び所持している語学を修得する能力を察知し、学位の取得を目指している私に、学位の取得後、異なった分野への挑戦を試みるように勧めました。現在、私は特待生として東海歯科医療専門学校において歯科技工の学習をしています。  私にとっては、仏教学が「理論」である一方、歯科医療は「実践」であります。これは私のこれまでの人生経験から生み出された結論であります。これから私は理論と実践のバランスを調和しながらより楽しい、かつ有意義な人生を送る所存であります。     その他その他その他その他 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より、津島ＲＣに第19回目の功労クラブ表彰をいただきました。                                                                

周 夏君   鮑尓吉徳君   伊藤哲朗君 

第 2回米山功労者の 横井知代君と八谷潤一君 
第１回米山功労者の岡本康義君、滝川林一君、稲垣宏高君 
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休会の休会の休会の休会のお知らせお知らせお知らせお知らせ    10101010 月月月月 26262626 日（金日（金日（金日（金））））はははは    定款定款定款定款 6666----1111（（（（CCCC））））により、休会です。により、休会です。により、休会です。により、休会です。        

次回例会次回例会次回例会次回例会    ↓↓↓↓    11 月 2 日(金)    第第第第 2899 回回回回    ’’’’12 年年年年 11 月月月月 3 日（土日（土日（土日（土））））    ≪創立≪創立≪創立≪創立 60606060 周年記念式典・祝賀会周年記念式典・祝賀会周年記念式典・祝賀会周年記念式典・祝賀会≫≫≫≫    時間：時間：時間：時間：16161616：：：：00000000～～～～（受付（受付（受付（受付 15151515：：：：15151515～）～）～）～）    会場：ウェスティンナゴヤキャッスル会場：ウェスティンナゴヤキャッスル会場：ウェスティンナゴヤキャッスル会場：ウェスティンナゴヤキャッスル                                                2222 階階階階「天守の間」「天守の間」「天守の間」「天守の間」    次々回例会次々回例会次々回例会次々回例会    第第第第 2900 回回回回    ’’’’12 年年年年 11 月月月月 9 日（金日（金日（金日（金））））    ≪ロータリー財団月間≫≪ロータリー財団月間≫≪ロータリー財団月間≫≪ロータリー財団月間≫    卓話担当：Ｒ財団委員長卓話担当：Ｒ財団委員長卓話担当：Ｒ財団委員長卓話担当：Ｒ財団委員長    岡本康義君岡本康義君岡本康義君岡本康義君    講講講講        師：地区Ｒ財団委員長師：地区Ｒ財団委員長師：地区Ｒ財団委員長師：地区Ｒ財団委員長    深谷友尋君深谷友尋君深谷友尋君深谷友尋君    

ゲストの名古屋清須ＲＣ・後藤稔君が、元宇宙飛行士・山崎直子さん等の宇宙服製作に携わっておられ、ズボンを見せてくださいました。                                                                                地区内交流事業地区内交流事業地区内交流事業地区内交流事業     10 月 18日（木）、地区内交流事業として、西三河中分区豊田ロータリークラブの例会（ホテルトヨタキャッスル）へ、津島ロータリークラブより10 名の会員が訪問しました。  篠田廣会長が代表して ご挨拶しました。                                         

    11111111 月の例会変更月の例会変更月の例会変更月の例会変更                                                                    「「「「犬の日犬の日犬の日犬の日」」」」    11 月 1 日は犬の日。これは、ペットフード工業会等の 6団体が、昭和62 年に制定しました。犬の鳴き声「ワン、ワン、ワン」の語呂合せ。犬についての知識を身につけ、犬をかわいがる日ということです。     画画画画・・・・文文文文    服部昭三服部昭三服部昭三服部昭三 
            

クラブ名 日 曜 サイン受付 尾西 RC 11/5 月 尾西信用金庫本店 名古屋名南 RC 11/6 火 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ(夜） 一宮中央 RC 11/7 水 一宮商工会議所(夜) 名古屋和合 RC 11/7 水 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 一宮北 RC 11/9 金 一宮商工会議所 名古屋東 RC 11/12 月 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 一宮北 RC 11/16 金 一宮商工会議所 尾西 RC 11/19 月 尾西信用金庫本店 尾張中央 RC 11/21 水 名鉄グランドホテル 一宮中央 RC 11/21 水 一宮商工会議所(夜) 一宮 RC 11/22 木 一宮商工会議所 尾張中央 RC 11/28 水 名鉄グランドホテル 名古屋東南 RC 11/28 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 
 

トヨタＲＣの方々と、 記念撮影 前列に篠田会長、滝川副会長、稲垣幹事、後列に伊藤哲朗君、余郷利彦君、児玉昭君、浅井彦治君、加藤泰一郎君、伊藤幸蔵君、伊藤祥文君。 

猪飼充利親睦活動委員より出席報告 

本日のメニューはビーフカツ 

 こりゃ何だ？ 

 
アレ、 よろしく 


