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本日の行事予定 (2018 年 1 月 19 日) 

第 3136 回例会 

≪職業奉仕月間≫ 

卓話担当：職業奉仕委員長 稲垣宏高君 

演  題：「職業奉仕について」 

 
先回の記録（例会） 

第 3135 回 ’18 年 1 月 12 日（金）晴れ 

≪クラブアッセンブリ≫ 

ロータリーソング 「四つのテスト」 
ソングリーダー  神谷里明君 
会 員 総 数  66名   12月 15日例会分訂正 
出席免除会員  21名    欠 席 会 員   16名 
本日出席会員  54名    MAKEUP会 員   10名 
本日の出席率 81.82％   訂 正出席 率 93.75％ 

 
会長挨拶 

佐藤敬治会長 

こんにちは。寒いところ

ご出席いただきありがとう

ございます。 

 先日は、稲垣君のお母様

が亡くなられ、そして明日

は、服部貴君のお父様であ

ります、元会員の服部昭三

様のご葬儀です。1975 年（昭和 50 年）に入会さ

れ、2013年（平成 25年）に退会、約 37年 8か月

会員として活躍いただきました。 

「すまんなーすまんなー」が口癖で、今でもお元

気なお姿が目に浮かんでまいります。お二方のご

冥福をお祈りいたします。 

 本日は、クラブアッセンブリです。クラブアッ

センブリとはクラブ協議会のことで、クラブのプ

ログラムと活動もしくは会員教育について協議す

るために開かれる、クラブ役員、理事、委員会委

員長を含むクラブ会員全員の会合のことを言いま

す。クラブ会長、もしくは指定された他の役員（津

島ＲＣにおいてはクラブ奉仕委員長）が、議長を

務めます。クラブ運営方針、ＲＩ及び地区の方針

の報告、地区大会や地区・研修協議会、委員会活

動の予定等は今年度初めにとりあげていただき、

本日のアッセンブリには、各委員会活動の進捗状

況の報告、また今後の活動予定を各委員長さん方

に述べていただくことになっています。 

 クラブ・フォーラムとは、奉仕理念、クラブ管

理運営、委員会活動などの問題点について自由に

意見を述べ合う討論会であります。あえて結論を

導き出す必要はないとされ、なるべく多くの会員

からの発言を促して、本来の討論会にする配慮が

必要とされています。 

 その他クラブの会合には、年次総会、理事会、

公式訪問、そして津島ＲＣには馴染みがないです

が、ファイアー・サイド・ミーティング（炉辺談

話）、インフォーマル・ミーティング（家庭集会）

があります。 

よろしくお願いいたします。 

 
幹事報告 

猪飼充利幹事 

① 本日はクラブアッセンブ

リです。また例会終了後、

2Fにて 1月度理事会を開催

します。該当の方々はよろ

しくお願い致します。 

② 本日、下期会費請求書と会

員証を配布しております。 

③ 本日、2/10㈯に開催されますＩＭの案内を配布

しております。特に新入会員 5名の方々は、必

ず出席をお願い致します。 

④ 本日、『ロータリーの友』１月号を配布してお

ります。また、『ガバナー月信』、『財団ニュ

ース』、『The Rotarian』の各 1月号を回覧し

ております。 

⑤ 津島警察署から、「当クラブが警察活動推進に

対して貢献した」との事で感謝状をいただきま

した。 

⑥ 先週、津島神社からいただいた絵馬・暦が入口

にありますので、お一人一つずつお持ち帰りく

ださい。 

⑦ 服部貴君のお父様で元津島ＲＣ会員の服部昭



     

 

- 2 - 

第 3136 回例会                                                               

三様が 1月 10日に逝去されました。本日午後 7

時よりお通夜、あす午前 11 時より葬儀・告別

式が執り行われます。 

 
ニコボックス報告 第 3135回分 

加藤隆朗ニコボックス委員長 

佐藤敬治会長、伊藤哲朗副会

長、猪飼充利幹事 本日はク

ラブアッセンブリです。よろ

しくお願いします。 

相羽あつ子君、伊藤幸蔵君、

稲川明俊君、加藤隆朗君、河

西あつ子君、後藤亨君、小林

啓子君、坂井裕君、住田正幸

君、寺島淳一君、中村陽介君、野々山勝也君、幅

辰雄君、山田勝弘君、山本達彦君 本年もよろし

くお願いします。 

伊藤雅昭君 ①初例会を欠席しました。②白内障

の手術を行いました。③住所を変更しました。 

余郷達也君 娘が成人式を迎えました。 

浅井賢次君 新年初例会欠席申し訳ありません。

年末から体調を崩し、年賀状欠礼してしまいまし

た。また今年もウィーンのＲＣで教えられた握手

をして皆さんのパワーをいただきます。今年も年

寄りを可愛がってください。 

高木輝和君 正月、交通事故をおこしました。運

悪く助かりました。心機一転、心入れ換えて頑張

ります。 

稲垣宏高君 母の葬儀、皆様にお越しいただきあ

りがとうございました。 

飯村理君 先週の新年初例会には、たくさんの会

員の方にご出席いただきありがとうございした。 

前田昭生君 新年会では会場委員の役割分担がで

きずご迷惑をお掛けしました。 

柴田伸彦君 余郷さんにお世話になりました。 

伊藤哲朗君 新年例会を欠席しました。 

宅見康悦君、矢田潔君、篠田廣君、鈴木吉男君、

古川弘一君、山田公男君、鶴見治貞君、余郷利彦

君 ウィークリーに写真が載りました。 

河西あつ子君 その他。 

 

≪クラブアッセンブリ≫ 

稲垣宏高職業奉仕委員長 

 今月の職業奉仕月間に職場

訪問をする予定でしたが、都合

が悪くなってできなくしまい

ましたので、（次回例会では）

私が自分で職業奉仕について

卓話をさせていただきます。 

 地区委員長会議では各クラ

ブの職業奉仕委員長さんと懇

談会をさせていただきました。ＲＩと日本では職

業奉仕に対する考え方が違っており、これをどう

いうふうにしていくのか質問を出すように言われ

ておりますので、そういった点も踏まえて頑張っ

て例会(卓話)を進めさせていただきたいと思いま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

杦田勝彦社会奉仕委員長 

今年度の社会奉仕委員会

のメイン事業（地区補助金事

業）の「茶会と茶室めぐり」

及び書籍『天王まつり』の出

版が無事に終わりました。会

員の皆様のご協力ありがとう

ございました。お礼申し上げ

ます。 

「茶会と茶室めぐり」は、概ね好評であったと

思っていますが、反省点もたくさんありました。 

このようなイベントを続けていければよいと

個人的には思っていますが、マンパワーをどのよ

うに補なうかは大きな課題であろうと思います。 

また、毎年行なっている津島市立図書館及び愛

西市中央図書館に対する図書の寄贈も終わりまし

た。 

後半は、あまり行事もないのでゆっくりしたい

と思いますが、引き続きよろしくお願いします（エ

コキャップへのご協力をお願いします）。 

 

伊藤誠国際奉仕委員長 

委員長・伊藤誠、副委員長・

三谷栄一、委員は浅井賢次、髙

木輝和、後藤務、寺島淳一の各

君です。 

 

１．国際交流 

 ・姉妹クラブ台北滬尾ロータ

リークラブとのグローバル補助金事業は、台

北滬尾ロータリークラブが主体となり順調に

実施されています。秋には、当委員会メンバ

ーで前国際奉仕委員長の寺島淳一君と前副委

員長の鈴木吉男君、加藤泰一郎君の 3 名で現

地視察を行ってもらいました。 

 ・姉妹クラブの台北滬尾ロータリークラブが、

当クラブ創立 65 周年記念例会にメンバーや

その家族、友人を含め 19名で来日された当日

に、当クラブメンバーと昼食やＷＦＦの見学

を共にし、そのまま式典に出席をしていただ

きました。 

また、翌日からは飛騨・北陸方面への観光

を楽しまれるために名古屋を離れられました

が、その際にも会長はじめ一部のメンバーで

昼食を共にして見送りました。台北滬尾ロー

タリークラブと当クラブとの親睦を深めるこ

とができました。 

   今後の予定としましては、姉妹クラブの台

北滬尾ロータリークラブ創立 12 周年記念式

典が、2018 年 4 月 23 日に行われるとのこと
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で、会員やご家族の方の参加を募りたいと思

います。特に新入会員やこれまでに訪問経験

のない会員の方の参加をお願いします。 

２．世界社会奉仕 

 今後も要請や機会があればＲＩ事業に協力して

いきます。 

３．今年度も海外ロータリークラブへのメーキャ

ップをしていただいた方もおります。今後もぜ

ひ皆様にはお願いします。 

４．今年度は未だありませんが、海外での大規模

な自然災害等、災害の発生時に義援金を募る窓

口となれるようにしていきたい。 

全体の反省として、委員長の私に責任があるの

ですが充分な委員会時間を取れておらず、申し訳

ありません。以上。 

 

相羽あつ子青少年奉仕委員長 

青少年奉仕委員長の相羽です。 

青少年奉仕事業は新年度スタ

ートと夏休みが同じ時期なので、

すぐに活動が始まります。副委

員長の伊藤基君、中野義光君、

小林啓子君、余郷達也君、片岡

鉄君の皆さんのご協力で前半期

無事終わることができました。 

10 年ごとに行われる文科省の教育改革にクリ

エイティブ・ラーニング(思考力・評価力・表現力

等)が取り入れられます。学生さんたちはＩＡＣ活

動で体験し感じたことを自分の言葉で表現し報告

しており、いつも感心して聞いていますが、これ

も、教育改革を担った大切な活動です。 

後半期の事業は、ＩＡＣ例会参加とライラセミ

ナーだけになりました。ロータリー会員の姿を見

せるだけで、学生さんたちに提唱クラブとしての

見守り・励ましの心が伝わると思います。１年に

１回だけでも皆様のご参加ご協力をよろしくお願

いいたします。 

 

幅辰雄米山奨学委員長 

 副委員長の堀田さん、余郷

大先輩の 3人でやっておりま

す。今年は米山記念奨学会の

財団設立 50 周年です。当ク

ラブは通常通り 1人 5,000円

の普通寄付金、今年度は特別

寄付金で篠田廣君と長田一

郎君に寄付していただきま

した（米山功労者）。8月 26日に熊本県で行われ

ました 50 周年記念大会に長田一郎君が駆けつけ

て、マレーシアの米山学友（長田マレーシア顧問）

にお会いしました。50周年記念誌も 1冊だけ購入

して事務局で保管しております。 

 下期も寄付金を受け付けますので、税金対策も

ありますのでぜひ寄付していただければありがた

いと思っております。よろしくお願いします。 

 

宇佐美三郎ロータリー財団委員長 

代理：猪飼充利幹事 

今年度の津島ＲＣクラブ年次寄付金は、1 人当

たり 13,000 円、66 人で 858,000 円です。ベネフ

ァクター（恒久基金）は、佐藤敬治会長と伊藤哲

朗副会長が各 1,000ドル(111,000円)を、ポール・

ハリス・フェローは、委員会メンバーの伊藤彰浩

君と宇佐美三郎君が各 1,000 ドル(111,000 円)、

ガバナー公式訪問例会記念年次基金として

100,000 円、台北滬尾ＲＣとの共同事業のグロー

バル補助金 6,300 ドル（705,600 円）拠出しまし

た。そして、ポリオ・プラス（地区補助金事業で

の募金）は 87,709円（769.38ドル）でした。以

上の合計 19,700.1ドル、日本円で 2,195,309円を

拠出しました。(1か月毎にロータリーレートが決

められ、時期によってレートが違います) 

また、地区補助金事業として、11月 5日に「茶

会と茶室めぐり」を開催して、地区Ｒ財団より

9,091 ドル（1,009,101 円）の補助金をいただき、

12月中に報告書を提出いたしました。 

 

山田勝弘クラブ奉仕委員長 

 クラブ奉仕委員長として半

年経ちました。クラブ奉仕委

員会として、まず親睦活動委

員会からお願いします。 

 

 

横井知代親睦活動委員長 

 親睦活動委員会は副委員長

の大河内さん始め、鶴見さん、

鈴木さん、加藤泰一郎さん、

中村さん、柴田さんにしっか

り働いていただいて半年進め

ることができました。 

月初めの例会で会員並びに

配 偶 者 の 誕 生 日 を Happy 

Birthday を唱和し、お祝い品

の手渡しを試みました。会員並びに家族の慶弔に

際して早急に対応する、この 2 点に関しては皆様

方のご協力で順調に行ってきました。 

 主だった事業として 10月 14日の創立 65周年記

念例会のお手伝いと、12月 2日のクリスマス家族

例会、こちらも奥様方に大変喜んでいただきまし

て、なんとか終えることができました。 

 あと半年、トドメの 5月 26日、志摩観光ホテル

で予定いたしております。多くの方にご参加いた

だけたらと思っております。まだ半年ございます、

メンバーともども一生懸命頑張りたいと思います

のでよろしくご協力をお願いいたします。 
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安江正博ロータリー情報委員長 

 構成メンバーは三谷君、浅

井彦治君の 3人でございます。

前年度委員長の鈴木さんが勉

強会を開いてくださったもの

ですから、親睦を兼ねて退会

防止ということで懇親会を開

こうと 3 回ぐらい、これは山

田勝弘クラブ奉仕委員長さん

がお骨折りいただいて手配していただきました。

ありがとうございました。お蔭様で 20～30人ぐら

いの方々に集まっていただき、意見交換等楽しい

会話ができました。引き続きまして(後半も)2～3

回ぐらい開ければいいと思っておりますが、相談

してご意見等あるかと思いますが、楽しい会話を

したいと思っております。あと半年、どうかよろ

しくお願いします。 

 

飯村理会場委員長 

 副委員長の加藤則之先輩、

委員に根﨑先輩、宅見先輩、

前田先輩、生田先輩と、先輩

に教えていただきながらすす

めさせていただきました。あ

りがとうございます 

 主な事業は毎例会の会場設

営及び司会進行ですが、スム

ーズな進行、卓話時間の確保、終了時間厳守を心

掛けてまいりましたが、なかなか思ったような時

間配分ができず、特にゲストスピーカーが来られ

た時に卓話時間が短くなってご迷惑をおかけした

こともありましたので、下期についてはスムーズ

な進行ができるように努力したいと思っておりま

す。 

 上期に創立 65 周年記念例会の司会進行をさせ

ていただきました。当日、式次第が変更されたり、

台北滬尾ＲＣの方の到着が遅れたり、いろいろあ

りまして反省しています。 

 下期は先週の新年初例会を開催させていただき

ました。私は入会してまだ 3 年、過去のことがよ

くわからないので、記録を見ながら準備と、当日

の司会をさせていただきました。なんとか無事に

終えられてホッとしております。 

 あと半年、ご協力をいただきながらスムーズな

進行をしてまいりたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 

八谷潤一会員増強委員長 

 副委員長は松本浩義さん、

委員に古川さん、遠山さん、

服部貴さんのメンバーです。 

 年初、純増 3 名という目標

で、入会申込書が 7 通残った

ままです。来週、青年会議所

の賀詞交歓会がありますので、そこで大量ゲット

を狙いたいと思います。この中に青年会議所ＯＢ

の方がたくさんおられると思います。委員会のみ

ならずＯＢの方、ご協力いただきたいと思います。

取りこぼしのないよう、最後まで会員増強をやっ

てまいりたいと思います。 

 

山本達彦クラブ広報委員長 

 メンバーは副委員長の伊

藤幸蔵君、委員の坂井裕君、

滝川林一君、岡本康義君です。 

 委員会の主たるミッショ

ンである会報の発行におい

ては公明正大、公正中立、人

畜無害をモットーに、総天然

色での編集にて皆様に好評をいただいております。 

国際奉仕委員会関連（台北滬尾ＲＣとの交流）、

社会奉仕委員会関連（茶会と茶室めぐり）、創立

65周年実行特別委員会関連（記念例会・祝賀会）、

親睦活動委員会(家族例会等)などの諸行事の記録

も各委員の皆様のご協力のおかげをもちまして、

つつがなく実施してまいりました。 

また、滝川委員のご提案により会報に投稿コー

ナーを適宜もうけました。任期後半に臨むに当た

り、委員会の皆様と共にさらに充実した広報活動

にいそしみます。投稿コーナーへの奮ってのお申

し込みも合わせてお待ちいたします。 

 

加藤隆朗ニコボックス委員長 

 半年間、ニコボックスにご

協力いただきありがとうご

ざいます。あと半年、皆さん、

自主的なご投函をよろしく

お願いします。目標金額をか

かげておりますけれど、どん

どん頑張っていただいてご

投函いただきたいと思います。 

 ニコボックス内規によりますと、遅刻、早退、

バッジを忘れたとか、表彰された、ご子息の結婚、

新築だとか、競技優勝、海外から帰った……等い

ろいろあります。自主的なご投函を半年間よろし

くお願いします。 

 

寺田晏章 65周年実行特別委員長 

 会員全員でやるという趣旨の

下に、10月 14日に津島ＲＣ創立

65 周年記念例会・祝賀会を行い

ました。つつがなく成功で終わる

ことができました。 

この委員会はこれで終わりで

ございます。下期は何もございま

せん。ほんとにご協力ありがとう

ございました。 

 



     

 

- 5 - 

第 3136 回例会                                                               

佐藤敬治戦略特別委員長 

 昨年 12月 15日、魚しまにて第 1回委員会をい

たしました。猪飼充利幹事、鈴木吉男君、安江正

博君、三谷栄一君、浅井彦治君、伊藤哲朗君のメ

ンバーです。いろいろな意見の中で、委員会が低

調だということが出ました。パスト会長さんの忌

憚ないご意見をお聞きすることができました。第

1 回を終えたばかりですが、また来年以降もずっ

と続けてやっていきたいと思っております。ある

程度の指針ができましたら発表させていただきた

いと思っておりますので、どうぞよろしくお願い

します。 

 
住田正幸Ｓ.Ａ.Ａ. 

 “佐藤丸(年度)” が半年過ぎましたけど、順調に
過ぎたと思っております。会長も委員会も毎年変
わっていくわけですが、やはりその時の会長さん
の思いが委員会に反映されていくと思いますし、
そうあるべきだとも思います。Ｓ.Ａ.Ａ.の立場か
ら、どの年度も例会をきちっと真面目に厳粛にと
らえる、事業には活発な行動をする、そして友情
を深めることが重要だと思っておりますので、ま
たあと半年、Ｓ.Ａ.Ａ.としてやっていきたいと思
っております。よろしくお願いします。 

 

誕生日祝福（1月） 

中村陽介親睦活動委員 

 

 

 

 

 

 

 

猪飼 充利君（ 3日） 梶浦  興蔵君（ 5日） 

山本  達彦君（ 6日） 稲川  明俊君（ 8日） 

片岡  鉄君（ 9日） 中野 義光君（12日） 

松本 浩義君（28日)  宇佐美三郎君（29日） 

飯村   理君（31日） 

 

夫  人 

中村陽介夫人（ 1日） 田中正明夫人（ 4日） 

滝川林一夫人（ 6日） 山本達彦夫人（ 8日） 

古川弘一夫人（16日） 

松本浩義夫人（16日) 

寺田晏章夫人（20日） 

加藤隆朗夫人（28日） 

 

結婚記念日祝福 

飯村 理君（ 1日） 

大河内勝彦君(17日）   

岡本康義君（26日）  坂井  裕君（26日） 

 

 

 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤哲朗副会長 
稲垣宏高君より 

お母様の会葬お礼 

神谷里明君 

津島警察署より津島ＲＣに

感謝状をいただきました。 

例会終了後、第 10 回役員・理事・委員長

会議が開催されました。↓ 

 ソングリーダー 

は初めてです！ 

 クリスマス家族

例会の決算書を

提出しました 
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お知らせ 

■第 29回津島東高校ＩＡＣ例会 

と き：1月 24日（水）16：00 

ところ：津島東高校北館 2中教室 

 

  

次回例会 

第 3137 回 ’18 年 1 月 26 日（金） 

卓話担当：伊藤雅昭君 

講  師：菊川ソウマヤ氏（ブラジル人） 

演  題：「ブラジルの紹介」 

コラム―職業奉仕委員会 

稲垣宏高委員長 

～職業奉仕のキーとなる言葉～ 

 ロータリアン、クラブと地区は

以下のように職業奉仕を支える戦略を満たさ

なければならない。 

 新会員の勧誘や入会においては職業と職業

分類を強調すること。 

 クラブ活動における職業の強調方法を確認

する。 

 ロータリーにおけるクラブレベルや地区レ

ベルでの高潔性を伴ったビジネス・ネットワ

ーキングをさらに強調する方法を見い出す。 

 新世代を惹きつけたり指導する方法として、

高潔性をもつビジネス・ネットワーキングに

注意を向けるようにする。 

 四つのテストとロータリアン行動規範の関

連を強調して、これらのロータリーの価値に

対する重要性を強調する。 
(ロータリー章典 8.030.4.) 

 

～四つのテスト～ 

 職業人としてのロータリアンの心構えを、ロ

ータリーの倫理基準から具体的に記述したも

のが「ロータリー倫理訓」だとすれば、それを

ロータリアンのみならず一般の職業人にも理

解できるように、簡潔かつ的確にまとめたもの

が「四つのテスト」です。 

 ハーバート・テーラーは、倒産に瀕していた

クラブ・アルミニウム社の社長に就任し正しい

営業活動を行えば必ず会社が再建できると考

え、「四つのテスト」を示しました。同社の業

績は改善を続け、5年後には借金は完済、15年

後には株主に多額の配当金を分配するまでに

なりました。1954 年、彼が RI 会長に就任した

とき、その版権がロータリーに譲渡されました。

四つのテストは世界各国の言葉で翻訳され、広

く活用されています。 

 

～四つのテストの解釈～ 

真実かどうか（Is it the truth?） 

「嘘偽りがないかどうか」という意味です。真

実というのは「80％の真実」という言葉が示す

ように、人間の心を通じたアナログ的判定であ

るのに対し、事実とは「あったか、なかったか」

の二者択一を迫るデジタル的判定だから、ここ

では「事実」という言葉を用いるべきでしょう。 

みんなに公平か（Is it fair to all concerned?） 

 “fair”は公平ではなく公正と訳すべきです。公

平とは平等分配を意味するので、たとえ贈収賄

で得た“unfair”不正なお金でも平等に分ければ

それでよいことになります。“all concerned”は

“all”だけが訳されており、肝心の“concerned”

が省略されています。“concerned”が取引先を指

すのは明白です。従ってこのフレーズは「すべ

ての取引先に対して公正かどうか」ということ

を意味します。 

好意と友情を深めるか（Will it build goodwill 

and better friendship?） 

“goodwill”は単なる好意とか善意を表す言葉で

はなく、商売上の信用とか評判を表すとともに、

店の暖簾や取引先を表します。すなわちその商

取引が店の信用を高めると同時に、よりよい人

間関係を築き上げ、取引先を増やすかどうかを

問うものです。 

みんなのためになるかどうか（Will it be 

beneficial to all concerned?） 

“benefit”は「儲け」そのものを表す言葉です。

ただし、売り手だけが儲かる、また買い手だけ

が得をしたのでは公正な取引とは言えません。

その商取引によって、すべての取引先が適正な

利潤を得るかどうかが問題なのです。 

(ロータリーの源流 RI2680 地区 田中毅 PDG) 

 
 

 

 

1月 18日(木)は寒波が一休み、暖かな日差しを

浴びながら、桑名ＣＣにて 10名が参加してゴルフ

会が開催されました。優勝は水野憲雄君でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 水野憲雄 47 47 94 11 83 

2 位 篠田 廣 41 48 89 3 86 

3 位 三谷栄一 46 53 99 13 86 

 


