
 

 

第６４1 回例会 通巻６１4 号

平成２２年 11 月 11 日 ２０１０～２０１１年度Ｎｏ．１６

 

本日のお客様 

堺フラワーRC 

会長ｴﾚｸﾄ 尾羽根 伸幸様 

各種お祝い 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会  

◆会長の時間◆出席報告◆幹事報告 

◆委員会報告◆地区大会事務局長報告 

◆ＳＡＡ報告 

11 月 11 日(木) 

『韓国 3770 地区 GSE 

クラブ訪問』 
 

 

次回の例会予告（第 642 回例会） 

11 月 18 日(木) 

『地区大会お疲れ様会』 
例会場変更→サンパレス 

 

次々回の例会予告（第 641 回例会）

11 月 25 日(木) 

『内部卓話』 
R 財団委員長 辻野 美智子会員 誕生日：吉川美幸会員･松本美和子会員 

田辺弘樹会員･三村文男会員･片木修会員 
家族誕生日:上田興子様･周防恭典様･岡田和恵様 
結婚記念日:山田真樹会員･岡田正一会員 

京谷知明会員･小野晃範会員･中野一郎会員 
創業記念日:米田眞理子会員･田中範子会員 

石田得子会員 
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例会の記録 (第 640 回例会)             ･･････ 11月 4日･･････ 

[唱和] 

「BUILDING COMMUNITIES BRIDING CONTINENTS」 

「地域を育み、大陸をつなぐ」             

ロータリーソング ｢奉仕の理想｣ 

 
入会式  小林 雄志会員 

 「サワディークラップ！！」初めまして。微笑みの国・タイより戻っ

て参ってようやく２か月が経ち、日本での生活も慣れてきた反面、日本

の寒さが身に堪え始めたこの頃です。私は今までの経歴・私なりの見識

を活用して、これからは『日本を大阪をどうすればよりよくしていける

のか』というテーマを掲げて、大阪を舞台に、中でも堺を中心に活動し

ていく次第です。いちロータリアンとしても、いち社会人としても頑張

って参りますので、今後ともどうぞ宜しくお願い致します。  
 
会長の時間    片木 修 会長 

 

 

 

 

 

本日は、小林雄志様を私たちのクラブへお迎えす

る入会式が挙行できましたこと、本当に嬉しく思っ

ております。 つきましては、ロータリアンが行動

の指針としております「四つのテスト」について、

考えて見たいと思います。 

ロータリーの友１０月号に“Ｆｏｕｒ－Ｗａｙ 

Ｔｅｅｓｔの 訳語について”と題する手島知健元 

ＲＩ理事の記述の１９５４年２月号からの転載記 

事が掲載されております。 

１９５４年つまり、昭和２９年２月の社会情勢は、

どのようなものであったのかということが気になり

調べて見ますと、この年の１月に東京地検が造船汚

職の捜査に着手し、山下汽船の社長ほかの造船会社

の社長や自由党の有田代議士が逮捕され、造船疑獄

と呼ばれるような汚職事件に発展し、４月には自由 

党の幹事長であった佐藤栄作氏に対する逮捕許諾請

求を犬養法相が指揮権を発動して逮捕見送りを指示

するなどして、大きな社会問題となりました。 

 

 

これは、「外航船建造利子補給法」によって国から利

子の補給を受け、有利な条件で船舶を建造する見返

りとして、船会社が政治家に賄賂を贈っていたこと

が発覚したものでした。 

このような情勢の中、手島知健パストガバナーが

「四つのテスト」の和訳を、多くの応募訳の中から、

現在唱和している「四つのテスト」の和訳を採択さ

れたことを述べておられるわけです。 

勿論、この原文は、シカゴロータリークラブの会

員であったハーバート・テーラー氏が倒産の危険に

瀕したクラブ・アルミニウム社の再建のために考え

出した道徳的な指標でありますが、この版権がＲＩ

に寄付されたことから、我国のロータリークラブで

も、これを行動の指針として採択してはどうかと言

う事になったわけです。 

 和訳の文言については、いろいろな意見もあるよ

うですが、原文とあわせて読むことにより、言わん

としていることは充分に理解できると思います。充

分に咀嚼して自分のものとし、ロータリアンとして

時代に即した正しい判断と行動をしなければなりま

せん。                  以上 

 
 



 

 

幹事報告    京谷 知明 幹事 

 

 

 

 
✿本日、地区大会の最終確認を行います。役割分担

表を配布します。 

 
ニコニコ 
 

お久しぶりです。10月で堺フラワーへの移籍と

なりました。子クラブですので今後とも堺フラワー

を宜しくお願いします。  

堺フラワー 尾羽根 伸幸様 

 

小林様、御入会おめでとうございます。立派な

ロータリアンとなって下さい。期待しています。地

区大会まで後2日です。宜しくお願いします。 

片木 修会長 

 

地区大会まで後2日となりました。皆様ご協力

宜しくお願い致します。     京谷 知明幹事 

 

地区大会大成功！小林様、御入会おめでとうご

ざいます。           石田 得子会員 

 

  小林様、堺フェニックスRCへの御入会おめでと

うございます。ロータリーでのご活躍を期待してい

ます。地区大会もいよいよ目の前になりました。皆

の力を結集して頑張りましょう。  今野 華会員 

 

地区大会が目前です。お互い力を合わせて頑張

りましょう。家内にお祝いをいただきました。 

上田 俊夫会員 

 

結婚記念日お祝いありがとうございます。小林

会員入会おめでとうございます。ご一緒にロータリ

ーライフを楽しみましょう。   岡本 勝士会員 

 

 

地区大会大成功を祈って。皆さん頑張ってく

ださい。どうかよろしくお願い致します！  

小野 晃範会員 

 

小林様御入会おめでとうございます。地区大会

数日に迫りました。訓ない事ばかりで宜しくお願い

致します。          片岡 富美子会員 

 

思いがけない『処方』の手違いで急に血圧が200

近くに上がってしまい、ひどい頭痛と胸の悪さが続

きひどい目にあいました。折悪しく地区大会直前の

事で皆様お忙しい最中、少しでもお手伝い出来ず、

誠に申し訳ございません。お詫び申し上げます。 

熊取 敬子会員 

 

小林会員御入会おめでとうございます。これか

ら宜しくお願い致します。地区大会！頑張りますの

で宜しくお願いします。      河野 強会員 

 

この度、ご縁をいただき入会させていただきま

した。誠に有難う御座います。まずは色々と勉強さ

せていただき、何が出来るか一歩一歩精進させて頂

ければ幸いです。米田ガバナー片木会長そして皆様、

どうぞよろしくお願い申しあげます。 

小林 雄志会員 

 

小林様御入会おめでとうございます。尾羽根様

ようこそ、ごゆっくりおくつろぎ下さい。 

田中 範子会員 

 

いよいよ地区大会目前に迫って参りました。一

生懸命ガンバリます。宜しくお願いいたします。小

林様御入会おめでとうございます。どうぞよろしく

お願いします。        辻野 美智子会員 

 

小林会員御入会おめでとうございます。よろし

くお願いします。地区大会頑張ります。 

中井 昭宏会員 

 

お祝いありがとうございました。小林様御入会

おめでとうございます。     中野 一郎会員 

 

小林様御入会おめでとうございます。これから

楽しく活動して下さい。熊取会員久しぶりにお目に

かかれて嬉しく思っております。 

松本 美和子会員 

 

小林様御入会おめでとうございます。尾羽根様

ようこそ、これからもよろしく。 三村 文男会員 

お誕生日のお祝い頂いて、ありがとうございま

す。こっそりとお祝いをしたい年になってしいまし

た。              吉川 美幸会員 

 

小林様御入会おめでとうございます。土日、6

日7日地区大会何卒宜しくお願いします。 

米田 眞理子会員 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
地区大会の御礼 

小野 晃範 大会委員長 

 

「地区大会 皆さん有難うございました」 

先週 11月 6，7日の国際ロータリー第2640 地区

大会は大成功の裡に無事終了しました。米田ガバナ

ーの新しい時代を見据えたグランドプランのもと、

まさに全会員一人一人の超我の奉仕の結実であった

と思います。心よりお礼を申し上げます。 

大会第1日目はまたとない秋晴れに恵まれ、皆さ

んとコ・ホスクラブの一糸乱れぬ受け付、接待によ

ってスタートいたしました。参加されたご来賓、会

長、幹事の皆さんは格調高い今井鎮雄ＲＩ会長代と

中村靖治研修リーダーの基調講演に心打たれ又数多

くの地区奉仕活動に感動致しました。 

晩餐会でも皆さんの誠心誠意のお出迎えお見送

りまことに有難うございました。豪華なアトラクシ

ョンと美味しい料理で雰囲気は最高潮となりエンデ

ィングは前代未聞なまでに盛り上がり、ロータリー

ならではの高揚した陶酔感を皆さんに心ゆくまで味

わって頂けました。 

大会２日目、雨も降ることなく、紫のタスキをか

けた大勢の応援の会員とわがクラブ会員がテントの

受け付けで懸命に応対している姿は胸を熱くするも

のが有りました。 

大会参加者総数 1515 名という予測以上の参加者

を得て、会場とロビーと屋外は様々な人が入り交り

熱気に満ち溢れていました。 

（地区大会登録委員会報告：地区外会員・ご家族

83名、2640地区会員1265名、同ご家族30名、ロー

タリーファミリー137名） 

本会議が粛然と進行する大会場のドアを開けて

一歩ロビーに出ると、ジャズバンドの軽快な生演奏

が流れ、ロータリアンや様々な人々がブース間を縫

って所狭しとひしめきショッピングを楽しんでいま

した。 

弁当はどれも評判が良く、日本一の蕎麦は予想通

りの大当たりで長い行列を作り、夢酒が売れに売れ

てあちこちのテーブルで談笑の渦の花が咲き、野点

のご亭主大森氏が400個以上の茶菓子が出たのは近

年はじめてだと大会の盛会を饅頭の数で証明してく

れました。 

今年6月のカナダ、モントリール国際大会の友愛

の広場を思い起こさせるような何か期待にわくわく

するような楽しくエキサイティングな雰囲気が演出

されていたことは素晴らしかったと思います。 

途中から参加した一般市民は書家吉川寿一の大

揮豪、山田法胤管主の講話を楽しみお蕎麦を食べて

随分良い思い出になったことでしょう。 

遠路参加されたＶＩＰ、ＰＤＧの方々もこの地区

と堺のロータリアンのエネルギーをたっぷり吸収し

ご満足されて帰路に就かれました。 

振り返れば一年前上田先生と私の青森地区大会

の見学旅行から動き始めた地区大会実行委員会であ

りました。上田副実行委員長の活躍、京谷会場委員

長の企画と田辺君の演出は適中し、総務部、懇親部

会、エクスカーションのお世話、宿泊交通部会、そ

れぞれの部会長の優れたリーダーシップの元、会員

皆さんのチームワークと各自の才能と機転に加えて

ヤングパワーが数々のハプニングを見事に乗り切っ

てくれました。 

また財団・米山学友の大勢の皆さんが最後の最後

まで誠心誠意働いてくれて実に大きな隠れたマンパ

ワーになっていたことに感謝いたします。 

しかし何と云ってもこの大会の成功は岡田事務

局長の堅実で献身的かつ綿密周到な作業なくしては

有り得なかったと思います。開催一か月前からは早

朝から深夜まで祝日も返上して大会事務所に出務し

ていただきました。岡田氏のクラブへの愛情と絶対

に成功させるのだという熱情の発露であり、我々一

同心から感謝と敬意を表したいと思います。 

忘れてはならないのは三村ゴルフ部会長を中心

に会員総出で頑張った前哨戦ともいうべき記念ゴル

フ大会がこの大会の成功の大きな布石であったこと

です。 

米田ガバナーのご指導の下、全会員の力の結集に

よって、ロータリーを学び、楽しみ、友愛の輪を広

げるという地区大会の本来の目的が無事かつ立派に

実現出来ましたことを心からお祝い致します。皆さ

ん本当にお疲れ様でした、有難うございました。 

最後に大会実行委員長として至らぬ点が多々あ

りましたことを深くお詫び申し上げます。 

 
 
 

会 員 総 数 34名 

本 日 の 出 席 23名 

(内出席率計算会員) 23名 

本 日 の 出 席 率 86％ 

修正出席率 (10/14) 93％ 


