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本日の行事予定 (2014 年 10 月 31 日) 

第 2991 回 
卓話担当：服部 貴君 
講  師：米山学友 喩昊（ユ・ハオ）さん 
演  題：『その後 ～日揮での 3年間～』 

 
先回の記録（例会） 

第 2990 回 ’14 年 10 月 24 日（金）晴れ 

≪米山月間・職業奉仕月間≫ 
卓話担当：米山奨学委員長 篠田 廣君 

職業奉仕委員長 加藤則之君 

 演  題：『米山月間、 

職業奉仕月間によせて』 

ストレッチ体操 伊藤誠君 

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

ソングリーダー  猪飼充利君 

会 員 総 数  67名     10月 3日例会分訂正 

出席免除会員  20名     欠 席 会 員   8名 

本日出席会員  56名      MAKEUP会 員   5名 

本日の出席率  83.58％   訂 正出席 率  100％ 

超 過 出 席 猪飼充利君、安江正博君、伊藤幸

蔵君、伊藤哲朗君、稲垣宏高君、加藤則之君、高

木輝和君、佐藤敬治君、三谷栄一君、山田勝弘君、

山本達彦君、寺田晏章君、篠田廣君、浅井彦治君、

前田昭生君、八谷潤一君、幅辰雄君、服部貴君、

野々山勝也君（第 7回理事会）、加藤則之君、幅

辰雄君、鈴木吉男君、寺島淳一君（ＩＡＣ設立打

合せ in 津島東高校）、三谷栄一君（第 4 期ＲＬ

Ｉ分科会研修パートⅡ） 

 
会長挨拶 

安江正博会長 

 男にはひそかな願望があり

ます。「ヒモ願望」です。いい

女のヒモになって、日がな遊び

暮らす身分は最高だと思う。も

ちろん、ヒモといったって、女

の稼ぎを巻き上げ、暴力を振るうようなヒモでは

ない。一緒に暮らすことに女が心から満足してい

て、別れるなんて思いもよらず、嬉々として男に

金銭的苦労はかけない。もちろん、男のほうもそ

れだけのことはしてあげる。それができなければ

ヒモではない。そんなヒモになれたら人生さぞか

し楽しいと思うが、大部分の男にはそれだけの才

覚がないし、社会もなかなか容認してくれない。

だが、女性は生まれながらにして、そういう立場

に立てる有利さを持っているのです。 

 それが専業主婦です。亭主の稼ぎで衣食住すべ

てが保障され、家事さえこなせば、後は何をやっ

ても自由。おまけに亭主がポックリいけば、残さ

れた財産はそっくりいただける。唯一の問題は亭

主の性格だが、そんなものはちょっと我慢したり

操縦がうまければ、どうにでもなります。 

 戦後の女性は、この恵まれた立場を自ら放棄し

た。そして男がうんざりしている労働の分野に出

てきた。もしかすると、これは男どもの巧緻な陰

謀であるかもしれない。女に働くことを教え、稼

ぐ喜びを教えることで社会の前面に押し出して、

自分たちがかつての女の気楽な立場に立とう…

…と。専業主夫をもって専業主婦にとって代わろ

うという企みであります。 

 ところが、最近新聞に 15～39 歳の独身女性の

3人に 1人が、専業主婦になりたいと希望してい

ることが、厚生労働省が実施した若者の意識調査

で分かった。一方、結婚相手に専業主婦になるよ

う望む同年代の独身男性は5人に1人にとどまり、

男女の意識の差が浮き彫りになった。 

 厚労省は「経済的なことを考えて女性に働いて

ほしいと思う男性が一定数いるのではないか」と

分析している。 

 実際に、最近はそういう男性も現れてきた。つ

まり「ヒモ願望」です。もし、女性がこのまま「男

性並み」を望み続けるなら、男性たちはこぞって

専業主夫を目指すようになるのではないか。どう

考えたって、その方が楽だからであります。 

 人類は長い歴史の過程で、その特権を女性に持

たせてしまった。ところが、二十世紀になって女

性はそれを自ら放棄した。今度は男がその特権を

享受したいと思っているわけだ。この辺で女性は

もういっぺん専業主婦を見直してはどうでしょ

うか。 
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ニコボックス報告 第 2990回分 

矢田潔ニコボックス委員 

安江正博会長、三谷栄一副会

長、野々山勝也幹事 さわやか

な秋晴れにカンパイ！ 

安江正博会長 加藤則之職業

奉仕委員長、篠田廣米山奨学

委員長、本日の卓話よろしくお

願いします。 

浅井賢次君 ①やっと秋らしくなり過ごし易くなりまし

た。②ニコボックスの皆さんと目が合いました。③写

真がのりました。 

後藤亨君 伊藤幸蔵さんにお世話になりました。 

伊藤幸蔵 どういたしまして！ こちらこそ！ 

浅井彦治君 一般社団法人愛知県薬剤師会からく

すりと健康の週間で功労賞をいただきました。もう年

寄りの仲間入りです。 

中野義光君 愛知県の暴力追放県民知事表彰を頂

きました。 

幅辰雄君 本日 16時よりインターアクトです。参加よ

ろしくお願い致します。 

篠田廣君 卓話を担当します。 

加藤則之君 本日卓話を半分担当します。 

加藤泰一郎君 今日は誕生日です。満 1才になりま

した。これからがんばります。（後期高齢者の１才で

す） 

吉田康裕君 いつも皆様にお世話になっています。 

河西あつ子君 伊藤幸蔵さんにそそのかされました。 

松崎安孝君 いつも皆さんのお世話をしています。 

佐藤敬治君 関所を通りました。 

矢田潔君 浅井賢次君には毎回例会に多額にニコ

ボックスにご協力いただきましてありがとうございます。 

佐藤雅彦君 今日も元気にガンバリます。 

八谷潤一君、後藤亨君、浅井彦治君、伊藤哲朗君 

ウィークリーに写真が載りまして。 

杦田勝彦君、山田勝彦君、伊藤祥文君、生田達一

君、横井知代君 その他。 

 
卓 話 

≪米山月間・職業奉仕月間≫ 
卓話担当：米山奨学委員長 篠田 廣君 

職業奉仕委員長 加藤則之君 

 演  題：『米山月間、 

職業奉仕月間によせて』 

 

米山奨学委員長 篠田廣君 

この事業は、全国のロータリアンからの寄付金

を財源として、日本で学ぶ私費外国人留学生に奨

学金を支給し、将来、日本と世界を結ぶ「懸け橋」

となり、ロータリー運動のよき理解者となる人材

を育成することが使命です。当クラブの普通寄付

金は、毎年、会員 1人あたり 5,000円となってい

ます。 

その歴史は 60年以上前に、

“日本のロータリーの父”米山

梅吉氏の遺徳を祈念する事業

として、東京ロータリークラブ

から始まりました。これは世界

に類を見ない日本ロータリー

の独自の多地区合同奉仕活動

となっています。 

【米山記念奨学会の特色】 

採用数は年間 800 人でこれまでに支援した学

生数は約 20,000 人に及びました。出身国は世界

123か国に及び、元米山奨学生（米山学友）は駐

日大使やガバナー等、世界中で活躍しています。 

日本には約 2,300 のロータリークラブがあり

ますが、そのうち地区から推薦された奨学生をひ

とつのクラブが一人の奨学生の「世話クラブ」と

なり、このロータリアンの中から 1人がカウンセ

ラーとなり、奨学生の個人的ケアにあたるアドバ

イザーとなります。米山奨学生とロータリアンの

交流は、相互理解のみならず、双方にとっても財

産となるものです。 

【指定校・学校推薦制度】 

 ロータリー米山奨学会では、指定校・学校推薦

制度によって奨学生の募集と選考を行っていま

す。この制度は各ロータリー、地区の選考委員会

が大学を指定して、各指定校から候補者を推薦し

てもらい、学内選考で選ばれた申込者を、各地区

の選考委員会が選考するシステムです。従って応

募学生は在籍する学校の選考と、ロータリーの地

区選考委員会による選考の 2 段階の選考を受け

ることになります。また、この指定校はロータリ

ー地区選考委員会で毎年協議され、8 月中旬頃、

米山記念奨学会ホームページに掲載されます。 

【寄付金】 

1. 普通寄付金：全ロータリアンが定期的にする

寄付で各クラブで会員 1 人あたりの金額を決

定し、半期に 1度送金。 

2. 特別寄付金：個人、クラブまたは法人として

普通寄付以外に寄付されるもので、金額も時

期も自由。 

【今後の問題点】 

1. 中国、韓国、台湾に選考が偏っているので、

今後世界各国平均になるようにしたい。 

2. 選抜にも経済的背景も加味していってほしい。 

3. 奨学事業も最近収支がトントンと財政難。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年度米山功労者：前田昭生君と松崎安孝君 
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職業奉仕委員長 加藤則之君 

本質的な職業奉仕 (Voca- 

tional service)がなんたるか

は、いまだしっかりとした説

明ができるわけではありませ

ん。更に『ＲＣのＲＣたる所

以は、職業奉仕の実践にある』

と言われますと、説明をすることが、ますます難

しくなってきます。「職業という利益を得る営み

と奉仕活動との接点をどこに見出していくの

か？」を常日頃からの行動の中で意識していくこ

とが大切だと考えます。 

ＲＣで言われているのは、役立つ仕事はすべて

価値があり、社会に必要とされる仕事は、常に高

い倫理基準の実践を通じて行うこととあります。

それは理解できますが、職業奉仕の原点を考える

と、いまだに明快にロータリーでの職業奉仕をう

まく説明できません。 

では、奉仕団体として、何故ＲＣに職業奉仕の

考えがあって、他団体、例えばＬＣにはその考え

方がないのか？ それは、時として、活動の原点

が、I serve と We serveとの違い……！などと

説明されてきました！ 

しかし、ゴミゼロ運動を例にとると、ＲＣのみ

ならず多くの団体が活動しています。では、どこ

が違うのか？ ＲＣには職業分類があり、職種の

代表として在籍しているので、ＲＣでは、それら

の活動を、地域に戻って、個人として、業種の代

表として広めていく奉仕活動が、ロータリーの運

動であると言われています。では、それが他団体

の活動とどう違うのか？ 理解されるような明

確な説明は難しい！ と感じています。 

そこで『職業奉仕の入門』の手引きを見てみる

と、ロータリーの職業奉仕について、「目的は意

義ある事業を基礎として奉仕の理想を奨励し、こ

れを育むことにある」と記されています。具体的

には、職業上の高い倫理基準を保つこと、役立つ

仕事はすべて価値あるものという認識をもち、社

会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職

業を高潔なものにすること、と謳われています。 

そして、それと同時に、ロータリーの目的とし

てプラスして、3つの条項が掲げられています！ 

1．知り合いを広めることによって奉仕の機会と

すること 

2．ロータリアン 1 人ひとりが、個人として、ま

た事業および社会生活に於いて、日々、奉仕

の理念を実践すること 

3．奉仕の理想で結ばれた職業人が、世界的ネッ

トワークを通じて、国際協力、親善、平和を

推進すること、とあります。 

 そして、また職業奉仕に限って言えば、ＲＣに

於いて職業奉仕はどのように実践できるのか？

ということが、以下のように提唱されています。 

☆例会で、各会員が自分の職業について話し、互

いの職業について学びあう。 

☆地域社会での奉仕プロジェクトで、職業スキル

を活かす。 

☆高潔の精神で仕事に取り組み、言動を通じて模

範を示すことで倫理的な行動を周囲に促す。 

☆若者のキャリア目標を支援する。 

☆専門能力の開発を奨励し、指導する、と紹介さ

れています。    

具体的行動として、皆さんもおおむね理解いた

だいている内容だと思います。 

そして、ロータリーの哲学を端的に表現し、職

業奉仕の理念の実行に役立つものとして、『四つ

のテスト』があります。そして、もうひとつ、職

業上の高い倫理基準として、『ロータリーの行動

規範』があります。 

その中で、我々も例会で唱和しています『四つ

のテスト』について、お話しさせていただきます。 

 『四つのテスト』は、シカゴのロータリアンで

あり、後にＲＣ創立 50 周年（1954-55）に、ＲＩ

会長を務めたハーバート.J.テーラーが、1932年

の世界大恐慌の時に考えだしたもので、商取引の

公平さを図る尺度として、以降、多くのロータリ

アンに活用されてきました。 

今から 80 年以上前の倫理指針は、窮地にあっ

たテーラーの会社を救うのに役立ったのです。当

時、シカゴに本拠を置くジュエル・ティ株式会社

の代表役員であるテーラーが、1932 年に、クラ

ブ・アルミニウム製品株式会社を破産の危機から

救ってほしいと要請され、この会社を再生させる

決意をしたのです。大不況の中、低迷している会

社を再生させるには、会社の中に同業者にはない、

何かを育成しなければなりません。そこで、テー

ラーは、そのなにかに社員の「人格」と「信頼性」

と「奉仕の心」を選んだのです。そして、その育

成の指標として、会社の全従業員が使えるような

倫理上の尺度として作られたのが、『四つのテス

ト』であったわけです。 

 当時、テーラーの会社の 4人の部長は、それぞ

れ宗教的立場は違いましたが、全員、この『四つ

のテスト』が自分の信じる宗教に合致するだけで

なく、会社や個人の生活にも模範となる価値観を

与えてくれる素晴らしい指針だと述べたという

ことです。『四つのテスト』は簡単な言葉ですが、

クラブ・アルミニウム社の苦境期の決定を下す基

盤となりました。会社の広告もテストに照らし合

わせて検討し、最上・究極などの表現を避け、製

品の実際の姿を手短に述べるかたちに変わりま

した。結果として、ライバル会社への非難・悪口

は、広告や販売推進パンフレットから姿を消しま

した。やがて、『四つのテスト』は仕事のあらゆ

る面における指針となりました。その結果、「信

頼」と「好意」の雰囲気が、取引先や顧客、そし

て従業員の中に育まれ、会社の業績が次第に好転
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次回例会 

第 2992 回 ’14 年 11 月 7 日（金） 

卓話担当：佐藤敬治Ｒ財団委員長 

講  師：地区資金推進委員長 中林正人君 

演  題：『“改革” 

～新しいロータリー財団～』 

お知らせ 

■ワールドフード+ふれ愛フェスタ(ＷＦＦ) 

 と き：11月 1～3日 10：00～17：00 

ところ：名古屋・栄久屋大通り公園 

（※全会員メークアップです) 

 

していきました。周りからは、『四つのテスト』

によって自分の生き方が変わった、と述べる手紙

が数えきれないほど、テーラーの元に寄せられと

いうことです。 

1945 年、国際ロータリーの理事会では、『四

つのテスト』にＲＣの注意を喚起すべきであると

決定し、2004 年の規定審議会に於いて『四つの

テスト』を明記した決議を行っています。 

そういった考えに基づき、『四つのテスト』を

見ていくと、 

1. 真実かどうか 

真実とは、偽りのない本当のことというよ

うに単純に考えるのではなく、『物事の原理・

原則、根本原理に適しているかどうか？』と

理解するのがよいと解釈する！ 

☆要約すれば、自分が営んでいる職業に嘘や

偽りはないか？ 

2. みんなに公平か 

☆すべての取引先や従業員に公平か？を問う

ています！ 

3. 好意と友情を深めるか 

自分の考え、意見、行動がほかとの好意・友

情を一層密にするか？ という問いかけであ

り、大切なことは、それが他を排除するもの

であってはならないということです。つまり、 

☆信用を高め、取引先を増やすことができる

か？ 

4. みんなのためになるかどうか 

☆すべての取引先に利益をもたらすかどう

か？ ということになります！ 

ロータリアンの行動規範が『四つのテスト』に

あるならば、ロータリアンの言行は、この『四つ

の問いかけ』すべてに、『イエス』と答えられる

ものでなければならないはずであります。 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11月の例会変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 野々山勝也幹事 

1. 11月 1日(土)～3日（月）に久屋大通公園で「ワ

ールドフード＋ふれ愛フェスタ」が開催されま

す。期間中は「地区ロータリデイ」と定め、3日

は「日本のロータリーの日」として日本各地の

ガバナーを始めたくさんの役員が参加されます。

ぜひお出かけいただいてイベントを盛り上げて

いただきたいです。 

2. 11月 12日(水)、朝日寿しにてパスト会長会議を

開催します。該当の方にご案内を配付しました

のでご出席いただきますようお願いします。 

3. 11月 7日(金)は例会終了後に、第 8回役員・理

事・委員長会議を行いますので、よろしくお願

いします。 

4. 11月のロータリーレートは 1ドル 106円です。 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

10月 31日（金）第 2991 回 幹事報告 
 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

名古屋城北 RC 11/4 火 栄東急イン 

稲沢 RC 11/5 水 林商事ビル 

名古屋和合 RC 11/5 水 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

一宮中央 RC 11/12 水 一宮商工会議所(夜) 

名古屋和合 RC 11/12 水 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

名古屋北 RC 11/14 金 名古屋東急ホテル 

一宮北 RC 11/14 金 一宮商工会議所 

尾西 RC 11/17 月 尾西信用金庫本店 

尾張中央 RC 11/19 水 名鉄グランドホテル 

名古屋守山 RC 11/19 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋城北 RC 11/25 火 栄東急イン 

名古屋東南 RC 11/26 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 
 

11月のメニュー 

三谷栄一副会長 大河内勝彦親睦

活動副委員長 

野々山勝也幹事 

伊藤誠君の 

ストレッチ体操 

司会は吉田康裕

会場副委員長 
猪飼充利社会

奉仕委員長 

11月 7日(金) 牛テキ・フライ 

11月 14日(金） すき焼き  

11月 21日(金) 上鰻丼 

11月 28日(金) カレーライス

  


