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先週の例会報告 

皆さんこんにちは、一昨日(2 月 5 日)は、『第 31
期の歴代会長幹事会』が行われました。諸先輩の

ご意見をお聞きするためです。私達も、第 31 代

会長・幹事に就任し、無事半期が経過いたしまし

た、後半はさらに『改革により躍進する年』にし

てゆきたいと思っております。宜しくお願い致し

ます。 
そこでの議題は｢身の丈に合った運営｣など、理

事会や、拡大 CLP 委員会、クラブフォーラム、ク

ラブ協議会等で、皆様方からいただいた内容中心

に行われました。10 代会長田中健さんの開会の挨

拶をいただき、12 代会長犬伏将による司会進行

で、近年にない構成メンバーの会合となりました。

なかでも予算配分の具体的内容確認の後に、｢本来

の目的は、あくまでも個人が奉仕の心を持つこと

にあり･･･。｣を久しぶりに聞き感動いたしました。

とかく目に見え安い事業だけ注目されることの無

いようにとも思いました。予算額や、参加人数だ

けでは、ロータリーの奉仕の心は測れないと、そ

こに目的はないと･･･。 
 
 
 

国会議事堂（妻木達と共同）  
 

 
 
 
 
 
 

竹田五一                     京都市庁舎 
さて本日は、日本の建築・その 31 ≪関西の竹

田五一≫です。NHK 連続テレビ小説『ごちそう

さん』の登場人物あの我まま建築家のモデルさん

です。(1872 - 1938 福山市)｢関西の近代建築の父｣

とも言われる、ヨーロッパ留学で影響を受けたア

ール・ヌーボー、ゼツエッション(分離派)など、

新しいデザインを日本に紹介した建築家で、京都

工芸繊維大学図案科や京都大学に工学部建築学科

を創立し後進を育成しました。また、神戸大学工

学部設立にも関与し、この他｢新建築｣創刊も指導

し、フランク・ロイド・ライトとも親交があり、

国会議事堂建設をはじめ関西でも多くのプロジェ

クトに関与している。また、法隆寺、平等院など

の古建築修復にも関わりが深く、ライトの帝国ホ

テル設計にも関係があったと思われます。 
 
 

桜宮橋(通称｢銀橋｣)(1930 年、大阪市) 

 

･ソング  ♪｢四つのテスト｣♪ 
･卓話 
｢『悩めるゴルファー』から『楽しいゴルファーへ』｣ 
日本プロゴルフ協会 A 級ティーチングプロ 
文部科学大臣認定ゴルフ教師 

大東 将啓氏(枚方 RC) 
(小林アツ子会員紹介) 

･ピアノ ワイマン「森のこだま」 

･ソング  ♪｢我等の生業｣♪ 

･卓話 

｢大和の心 －『日本のしきたり』｣ 

伊都岐 室長 佐々木 美和氏 

(木村 節三会員紹介) 

･3 月度定例理事会（13：40～ ） 

･ピアノ ベーム「芝生の上のおどり」 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 年 2 月 14 日 第 1483 回例会 
世界理解月間 

 2013－2014 年度  

国際ロータリー会長 ロン Ｄ.バートン 

ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES 

ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を 

◎本日のプログラム ◎次回(2 月 21 日)のお知らせ 

― 会長挨拶 ― 

                          KEEP THE SPIRITS CREATE ROTARYLIFE ! 本年度 クラブのテーマ 



朝槻・・・小石川ロータリーの護国寺貫首からの

句｢節分の鬼も恐れる我等かな｣ 
     学べました。 
長谷・・・一昨日、歴代会長・幹事会にてたくさ

んのご意見をありがとうございまし

た。これからの大手前ロータリーが楽

しみです。 
犬伏・・・誕生月自祝。友ありて雪の八十路をか

けめぐり。 
金髙・・・本日、第 1 回ノミニー理事会です。よ

ろしくお願いします。 
北村・・・本日会員研修宜しくお願い致します。 
木村・・・何もありませんが！ 
小林・・・河野さん、卓話楽しみにしています。 
河野・・・本日のクラブフォーラム、よろしくお

願い致します。 
中野・・・先週欠席のお詫び。 
岡田・・・先日の歴代会長・幹事会、勉強になり

ました。 
岡本・・・北村さん、本日よろしくお願いします。

仕事で少し早目に出ます。すみません。 
大蔭・・・歴代会長・幹事会、大変勉強になりま

した。 
佐々木・・今夕、テレビ大阪でアラブの番組で 17

時 15 分頃当社の紹介がされます。是

非みて下さい！！ 
多田・・・例年通りドイツで間抜けな失敗をして

きました。 
竹森・・・本日、早退のおわび。河野さん、卓話

頑張って下さい。 
田中(健)・何回目かの結婚記念日自祝。 

― 出席報告 ― 

 国内ビジター 0名   会 員 数  35名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除   7名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  23名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  5 名 
<2 月 7 日の出席率 87.10％> 

Make up を含む 1/17 の出席率 78.57％ 

１．本日例会終了後、第 2 回会員研修があります。

お忘れなき様、お集まり下さい。 
２．ロータリー財団と米山奨学の寄付をしていた

だいた方へ確定申告用領収書をポスティング

しています。ご確認ください。 
３．次週 2 月 14 日は 3 月度定例理事会です。議

案のある方は早急に提出お願い致します。 
４．週報の中に｢四つのテストが教えるもの｣が掲

載されています。必ずお読みください。 

・社会奉仕委員会 

委員長 岡本 雄介 

昨秋社会奉仕委員会事業で大阪市立視覚支援特

別学校に拡大読書器を 2 台お送りしましたが、感

謝状が届きましたので回覧いたします。ご覧くだ

さい。 
・新世代奉仕委員会 

委員長 竹森 敏麿 

来週 2 月 14 日(金)18 時 30 分より｢ボランティ

アを励ます会｣を実施致します。場所は大阪倶楽部

です。参加者は総勢 40 名になりました。ありが

とうございます。当日はどうぞ宜しくお願い致し

ます。 

幹事 長谷 裕代 
2014 年 2 月 5 日(水)歴代会長・幹事会が開催さ

れました。まず大蔭会長より 10 年後の我がロー

タリークラブを見据え、色々と意見を交わしたい

と挨拶がありました。 
理事会や、拡大 CLP 委員会、クラブ協議会等で、

皆様方からいただいた内容を元に活発な意見が出

ました。 
議題だけにとらわれることなく、自由にご意見

いただけたことが有難かったです。 
12 代犬伏会長が皆様の意見を聞きながらまと

めていって下さり有意義な時間となりました。 

・本日 18：30 よりノミニー理事会が梅の花 OAP
店で開催します。次年度理事の皆様お忘れ無い

ようご参加お願いします。 

 

 

＜合計 ￥54,000 -  累計 ￥1,352,490 -＞ 

― ニコニコ箱報告 ― 

― 幹事報告 ― 

― 委員会報告 ― 

― 歴代会長・幹事会報告 ― 

2 月 14 日のメニュー 
カボチャのクリームスープ 

国産牛フィレ肉のグリエに 
  温野菜を添えてソースボルドレーズ 

サラダ 
和栗のモンブラン 
  ハチミツ風味のアイスクリームと共に 

コーヒー 

― 次年度幹事報告 ― 



国際奉仕委員会担当クラブフォーラム 
｢姉妹クラブとの関係について｣ 

委員長 河野 裕一 
今回のクラブフォーラムは｢姉妹クラブとの関

係について｣ということで、台北百齢 RC とハワイ

カハラサンライズ RC との交流の現状をお聞きい

ただき、｢今後のカハラサンライズ RC との関係、

事業の取り組み方について｣というテーマで話し

合っていただきました。このクラブフォーラムが、

なかなか知る機会のない海外姉妹クラブとの関係

を理解していただき、今後もっと関心を持ってい

ただけるきっかけになれば幸いです。皆様には貴

重なご意見を頂き有難うございました。 
下記、頂きましたご意見をご紹介いたします。 
◆メンバー：松浦・大蔭・中林・辻村 
・メンバーが何度も足を運び、折角提携した姉妹

クラブ関係であるので、負担にならないよう継

続して行くべきである。 
・スタンスとしては、年に 1 度くらいはクラブと

してツアーを組み例会に参加する。先方は毎年

の周年事業は行っていないが、2017 年に 10 周

年事業を計画しているようなので、先方ともよ

く打合せをし、それに合わせて ICS 事業を企画

してはどうだろうか？ 
・先方に出向く際、旅行の個人手配等慣れていな

いメンバーもいるので、国際奉仕員会で上手く

イニシアチブを取って、個人の負担の少なくな

るように計画して欲しい。 
◆メンバー 松浦 犬伏 大蔭 長谷 中野 
・先方にメンバー変更があったがあくまでもクラ

ブ対クラブの関係なので性急な結果を求めずに

進めていけば良いのでは。 
・大手前とすれば基本スタンスは変わらないので

先方次第である。 
・こちらからのアプローチが必要なのでは。 
・周年行事の招待等送付して相手の反応を見る。 
・メーキァップを兼ねて訪問する。 
◆大本テーブル 
・当面そのまま様子を見るべき。関係を解消する

とかワイキキと結がりを持つなどの必要は無

い。 
・現在のカハラ会員が今後についてどう考えてい

るのかは憶測にすぎないので文章、メールのや

りとりなどでコミュニケーション計ってみて

は？ 
・とりあえず記念例会招待してみては？ 
・先方にストレートに何があったか聞いてみて

は？ 

｢第 4 回かいじゅうフェスティバルに出店｣ 
奈良西ロータリークラブ 

第 2650 地区 奈良県 
当クラブは 10 月 26 日、今年度の社会奉仕活動

として奈良 YMCA サポートプログラム｢らぽー

る｣主催の｢第 4 回かいじゅうフェスティバル｣に

協賛し、焼きたてフランクフルトと楽しい雑貨用

品の店を出しました。 
 同フェスティバルは、ちょっと気になる子ども

(発達障害児)がフリーマーケットによる交流を通

して自分自身にできることを発揮し、客が喜ぶお

店づくりを目標として、どのような行動を実践し

ていくかを学ぶ機会を提供する場。多くの人と触

れ合い、楽しみ、葛藤、喜びを実感していくこと

が日常生活となっていきます。フェスティバルを

通して｢楽しさ｣や｢自分でできた｣という感覚を持

つ場を提供し、人と接するという社会環境を学ん

でもらうのです。当日は、会員が積極的に参加し

て子どもたちと触れ合いました。子どもたちに自

信を与えていきたいという願いが伝わったかのよ

うに、全ての商品が完売しました。会員からは次

回はフランクフルト｢倍注文だ！｣という声が上が

っていました。 
(猪上正孝・記) 

・2月 14 日(金)  13：40～ 

3 月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢アポロンの間｣) 

・2月 14 日(金)  18：30～ MU 事業 

ボランティアを励ます会 

   (大阪倶楽部) 

・2月 21 日(金)  14：00～ 

地区大会第 1 日目 

   (大阪国際会議場 5 階メインホール) 

・2月 22 日(土)  13：00～17：30 

地区大会第 2 日目 

   (大阪国際会議場 5 階メインホール) 

・2月 25 日(火)  18：30～  MU 事業 

新入会員歓迎会 

   (梅の花 OAP 店) 

・3月 15 日(土)  13：00～17：00 

IM 

   (ホテル阪急インターナショナル) 

・3月 28 日(金)  13：40～ 

4 月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢松の間｣) 

・4月 4 日(金)   

ICS 事業 

   (松柏学園) 

・4月 4 日(金)   

創立 31 周年記念例会 

   (帝国ホテル｢吉野の間｣) 

― 直近の行事予定 ―  

2 月 21 日の例会場 

帝国ホテル大阪4階｢牡丹の間｣ 

― 先週のクラブフォーラム ― 

― ロータリーの友 2月号より ― 



会員研修委員長 北村 光司 
●実施日時、場所 

平成 26 年 2 月 7 日 
例会終了後 13：40‐14：40、帝国ホテルにて 
参加人数：17 名 

●全体進行 
１）本日の趣旨説明 10 分 
２）討議 30 分 

｢｢信頼｣と 4 つのテストの関係について｣ 
  特に次の点を議論 
・4 つのテストの実践はなぜ会員個人、会社の

信頼を向上させるのか？ 
・新人勧誘の際に 4 つのテストをどう説明して

魅力を感じていただければよいか？ 
・次年度作成の｢会員の事業紹介｣に｢我が社はこ

こで 4 つのテストを実践しています｣という

趣旨の欄を設けることの是非 
３）発表 15 分、まとめ 5 分 
●討議内容｢信頼と 4 つのテストの関係｣(発表) 
１）第一グループ： 

リーダー：辻村、発表：中林、 
メンバー：大蔭、岡田、松浦、犬伏 

ａ）4 つのテストの実践はなぜ会員個人、会社

の信頼を向上させるのか？   
・社内で壁にかけてはいないが、家業からみ

たばあいに、4 つのテストになっているよ

うな会社運営が望ましい 
  ・普段の私生活、できるだけ実践すべき 
  ・ロータリー活動のなか、首をかしげる行動

があれば、本業でもそうなっている 
  ・行為と友情は信頼におきかえてもよく、優

先するとなあなあになる 
ｂ）新人勧誘の際に 4 つのテストをどう説明し

て魅力を感じていただければよいか？ 
・会員は四つのテストを経営指針を持って努

力している人の集まり 
  ・最初からは理解されにくいので、そのよう

な説明がよい 
ｃ）「我が社はここで 4 つのテストを実践してい

ます」の是非 
・本年度からでもいい 
・自分たちがどんな仕事をしているのか、実

践具体例 PR の場にしてもよい 
２）第二グループ： 

リーダー：山本、発表：大本、 
メンバー：関、朝槻、北村 

ａ）4 つのテストの実践はなぜ会員個人、会社

の信頼を向上させるのか？ 

 ・四つのテストはモラルのようなもの 

・企業の繁栄ではなく、モラルとして実践す

ることで、会社の評判もあがり、教育の面

でも良い 
ｂ）新人勧誘の際に 4 つのテストをどう説明し

て魅力を感じていただければよいか？ 
 ・尊敬される人間であれば、会員増強につな

がる 
３）第三グループ： 

リーダー：金高、発表：長谷、 
メンバー：岡本、佐々木、木村、小林 

ａ）4 つのテストの実践はなぜ会員個人、会社

の信頼を向上させるのか？ 
・4 つのテストの実践で自分自身を高め、会

社に持ち帰る 
 ・自分磨きをして、社員、お客様に応える 
ｂ）新人勧誘の際に 4 つのテストをどう説明し

て魅力を感じていただければよいか？ 
・訪問時にすばらしいと思われることが大切 
・四つのテスト実践の方の集まりであると説

明してもらったのがよかった 
ｃ）｢我が社はここで 4 つのテストを実践してい

ます｣の是非 
・四つのテストをそのまま使わなくてもよい 
・事業所の経営理念を披露する場とすればよ  

い 
●まとめ 

・本日の議論で各人が等身大のこととして四

つのテストを理解する場となれば幸い 
・もう一度、昼例会の後に同様の議論、最終

回は夜に開催予定。 
●参考資料 ： 四つのテスト  
国際ロータリー2660 地区 
ロータリー百科事典 より引用 
https://sites.google.com/site/rotary100jiten/rota
ri-no-kokoro-to-jissen/rotari-no-kokoro-to-jissen
--2/11-yottsu-no-tesuto 
目次 
1 11.1 テーラーと四つのテスト 
2 11.2 四つのテストを考える 
3 11.3 真実とは  
四つのテスト THE 4-WAY TEST 
言行はこれに照らしてから Of the things we 
think, say or do 
１．真実か どうか 
 1) Is it the TRUTH? 
２．みんなに公平か 

2) Is it FAIR to all concerned? 
３．好意と友情を深めるか 

3) Will it build GOODWILL and BETTER 
FRIENDSHIPS? 

 

 

 

 

     〈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 

― 第 2回会員研修事業報告 ― 


