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本日は RI2660 地区の立野純三ガバナーをお迎

えしての公式訪問の日であり、当クラブにとって、

ガバナーから直接ご指導いただく貴重な機会であ

ります。本年度K.R.ラビンドラン会長は『Be a gift 

to the world』『世界へのプレゼントになろう』を

テーマに掲げられです。 

｢変革をもたらしたいなら、自分の存在の証をロ

ータリーに残すのではなく、ロータリーの存在を

世界に残すために、この一年を捧げてください。｣

と、説かれています。そして●ポリオ撲滅 ●職

業分類 というロータリーの独自性をベースとし

たクラブ中・長期の戦略計画策定、ロータリー財

団への寄附とその寄附を活用した奉仕活動が具体

的な RI重に挙げられました。 

これを受けて立野純三ガバナーは｢変革を！ロ

ータリーを通じて奉仕(プレゼント)を！｣を地区

方針に定められ、●ポリオ撲滅 ●会員増強 ●

ロータリー財団 ●戦略計画委員会 ●地区改革 

●人材育成 ●IT の活用を地区重点活動に掲げ

られました。 

これら RIと 2660地区の方針を受けて、我がク

ラブのテーマは、『小さな奉仕(プレゼント)を集め

て大きな成果(プレゼント)にしよう』とさせて頂

きました。また地区から提案のあったクラブ戦略

計画委員会にて、クラブ設立の頃の理念を振り返

りながら将来のクラブのあり方も検討しておりま

す。本日は我が大阪大手前ロータリークラブに有

意義なご指導を頂けたらと思っております。立野

ガバナーのご指導宜しくお願い申し上げます。 

<<<<立野立野立野立野ガバナーガバナーガバナーガバナー    ご略歴ご略歴ご略歴ご略歴>>>>    

【【【【    生年月日生年月日生年月日生年月日    】】】】    

1947年 3月 8日生 

【【【【    勤務先勤務先勤務先勤務先    】】】】    

株式会社ユニオン代表取締役社長 

【【【【    所在地所在地所在地所在地    】】】】    

〒550-0015 大阪市西区南堀江 2-13-22 

【【【【    職業分類職業分類職業分類職業分類    】】】】    

金物製造 

【【【【    経歴経歴経歴経歴    】】】】 

1970年 3月  甲南大学法学部 卒業 

1970年 4月  ㈱青木建設 

1973年 4月  ㈱ユニオン  

同年 7 月 20日  ㈱ユニオン取締役就任 

1983年 3月 1日 ㈱ユニオン取締役副社長就任 

1988年 8月   ㈱ユニオン代表取締役副社長

就任 

1990年 3月 1日 ㈱ユニオン代表取締役社長就任 

 2015年 6月   同上 現職 

【【【【    所属クラブ所属クラブ所属クラブ所属クラブ    】】】】    

 大阪ロータリークラブ 

【【【【    ロータリー歴ロータリー歴ロータリー歴ロータリー歴    】】】】    

1989年 7月 28日 大阪ロータリークラブ入会 

1993年度  ローターアクト委員会委員長 

1996年度  クラブ幹事 

2004年度  プログラム委員会委員長 

2005年度  ロータリー財団委員会委員長・理事 

2008年度  社会奉仕委員会委員長・理事 

2010年度  会員増強委員会委員長 

2013年度  会長 

【【【【    第第第第 2660266026602660 地区地区地区地区    】】】】    

    1994年度 地区ローターアクト委員 

 1995年度 地区ローターアクト委員 

2001年度 地区代表幹事    

 

 

    

    
 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2015 年 10 月 9 日 第 1561 回例会 
経済と地域社会の発展月間・米山月間 

2012012012015555－－－－2012012012016666 年度年度年度年度        

国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長国際ロータリー会長    K.R.K.R.K.R.K.R.ラビンドランラビンドランラビンドランラビンドラン    

                    〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか〈四つのテスト〉１．真実かどうか        ２．みんなに公平か２．みんなに公平か２．みんなに公平か２．みんなに公平か        ３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか３．好意と友情を深めるか        ４．みんなのために４．みんなのために４．みんなのために４．みんなのためになるかどうかなるかどうかなるかどうかなるかどうか    

Be a gift to the worldBe a gift to the worldBe a gift to the worldBe a gift to the world    

世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう世界へのプレゼントになろう    

立野純三立野純三立野純三立野純三ガバナーの公式訪問ガバナーの公式訪問ガバナーの公式訪問ガバナーの公式訪問を心より歓迎申し上げますを心より歓迎申し上げますを心より歓迎申し上げますを心より歓迎申し上げます    

【【【【    その他その他その他その他    】】】】    

マルチプル・ポールハリス・フェロー 
ベネファクター 
メジャードナー 
米山功労者(マルチプル) 



中林・・・皆出席自祝！！ 

竹森・・・誕生日自祝。 

朝槻・・・政府、官僚に叱る講演、依頼されました。 

金髙・・・二女がマーチングバンドで全国大会出

場が決まりました。自祝。 

鹿野・・・皆出席自祝。 

木村・・・何もありませんが。 

小林・・・マイナンバーのお話、勉強させていた

だきます。 

中村(匡)・誕生月自祝。 

中野・・・本日早退のお詫び。 

西尾・・・5ヶ年皆出席自祝。やればできる！ 

岡田・・・明日の大手前 RC ゴルフコンペよろし

くお願いします。 

大蔭・・・テンパーセントクラブ 3回目の測定、

中林会長、大蔭クリアしました。関サ

ン本日も欠席？ 

佐々木(宏)・久しぶりの出席です。今月は少しま

じめに出席します。 

山本・・・朝、夕、少し涼しくなってきました。

良いシーズン楽しくなります。 

先週先週先週先週の例会報告の例会報告の例会報告の例会報告    

10月の月初例会を迎え、私が当クラブの会長職

を拝命して丸 3か月、1年の 4分の 1 が経過しま

した。 

 あっと言う間に 3か月が過ぎ去った気もします

し、まだ四分の一しか経過していないという気持

ちもあります。 

 会員の皆様にとってこの 3 か月間の大手前ロー

タリークラブはどのように感じられておられるで

しょうか？｢この部分は正すべきだ。｣とか｢もっと

こうしたら良いんじゃないか。｣等々ご意見を是非

ともお伺いしたいと思います。(もちろん『この部

分は良いから続けて』との言葉も含めて。) 

 せっかく拝命した会長職ですから、出来るだけ

たくさんのメンバーの方から、｢良いクラブだ。｣

｢楽しい。｣｢やりがいがある。｣と思っていただけ

るクラブを目指したいと思いますので、忌憚のな

いご意見(暖かい励ましの言葉も含めて･･･)をど

しどしいただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

米山米山米山米山委員会担当卓話委員会担当卓話委員会担当卓話委員会担当卓話    

｢｢｢｢米山米山米山米山奨学生について奨学生について奨学生について奨学生について｣｣｣｣    

多田多田多田多田    秀觀米山奨学秀觀米山奨学秀觀米山奨学秀觀米山奨学副委員長副委員長副委員長副委員長    

まず話を始めるにあたって、米山奨学制度に関

する信頼性の問題を解説しました。各自の席に配

布した冊子に記されていることですが、毎年諄い

ほど寄付金の使い道を説明していますが、理解さ

れていない方があります。 

我々からの寄付金は全て奨学金として学徒に使

用されます。事務局などの固定費は全て基金の運

用益から支出され寄付金に食い込むことはありま

せん。寄付金は 2 年後の奨学金に充当されます。

したがって集まった寄付金の量によって 2 年後の

学生の数が左右されるのです。 

――――    臨時理事会議事録臨時理事会議事録臨時理事会議事録臨時理事会議事録    ――――    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム◎本日のプログラム    ◎次週◎次週◎次週◎次週((((10101010 月月月月 16161616 日日日日))))のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

＜合計＜合計＜合計＜合計    ￥￥￥￥41414141,000 ,000 ,000 ,000 ----        累計累計累計累計    ￥￥￥￥526526526526,,,,000000000 0 0 0 ----＞＞＞＞    

――――    ニコニコ箱報ニコニコ箱報ニコニコ箱報ニコニコ箱報告告告告    ――――    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢それでこそロータリーそれでこそロータリーそれでこそロータリーそれでこそロータリー｣｣｣｣♪♪♪♪    

････卓話卓話卓話卓話    

｢｢｢｢IIII    ♡♡♡♡    AustraliaAustraliaAustraliaAustralia！！！！」」」」    

佐々木佐々木佐々木佐々木    宏会員宏会員宏会員宏会員    

････11111111 月度定例理事会（月度定例理事会（月度定例理事会（月度定例理事会（13131313：：：：40404040～～～～    ））））    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ダイアナ･ロスダイアナ･ロスダイアナ･ロスダイアナ･ロス「「「「IF WE HOLD ON TOGETHERIF WE HOLD ON TOGETHERIF WE HOLD ON TOGETHERIF WE HOLD ON TOGETHER」」」」    

――――    会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    ――――    

――――    幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    ――――    

・本日、ポスティングしてありますが、次週 10

月 9 日(金)ガバナー公式訪問です。ガバナー入

場並びに退場時は全員起立の上拍手でお迎え・

お見送りをお願い致します。 

・10月 16日(金)に 11月度定例理事会を開催致し

ます。委員会並びに会員の皆様、審議事項が御

座いましたら早めに提出をお願い致します。 

・10 月 23 日(金)は三世代クラブ合同例会を開催

致します。皆様のご協力をお願い致します。 

・本日、第 1 回クラブ戦略計画委員会を例会終了

後に行います。メンバーの皆様宜しくお願い致

します。 

･ガバナー懇談会（･ガバナー懇談会（･ガバナー懇談会（･ガバナー懇談会（11111111：：：：20202020～～～～12121212：：：：20202020））））    

･ソング･ソング･ソング･ソング        ♪｢♪｢♪｢♪｢四つのテスト四つのテスト四つのテスト四つのテスト｣♪｣♪｣♪｣♪    

････ガバナーガバナーガバナーガバナー公式訪問公式訪問公式訪問公式訪問    

「ガバナー講話」「ガバナー講話」「ガバナー講話」「ガバナー講話」    

RIRIRIRI 第第第第 2660266026602660 地区ガバナー地区ガバナー地区ガバナー地区ガバナー    

立野立野立野立野    純三氏純三氏純三氏純三氏((((大阪大阪大阪大阪 RC)RC)RC)RC)    

･ピアノ･ピアノ･ピアノ･ピアノ    ランゲランゲランゲランゲ「「「「のばらのばらのばらのばら」」」」    

――――    先週の卓話先週の卓話先週の卓話先週の卓話    ――――    

日 時：2015年 10月 2日(金) 

審議議案： 

１．別紙の通りクラブ戦略計画委員を追加する旨、

承認。 

２．別紙の通り東日本豪雨災害義損金を徴収する

旨、承認。 



職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会    

｢｢｢｢職業奉仕職業奉仕職業奉仕職業奉仕｣｣｣｣は難解か？は難解か？は難解か？は難解か？    

今回からは木越正司氏の講演から引用させてい

ただきます。 

｢四つのテスト｣ 

四つのテストは、シカゴのロータリアン、ハー

バート J.テーラーが 1932 年に倒産寸前の会社を

再建する際、部下が作った自社製品の広告に｢世界

で最も優れた調理器具｣とあるのを見て｢世界で最

も優れた｣の文言は証明できないとして、このキャ

ッチコピーを却下し、事実だけを述べるように命

じた。低迷している会社を再生させるために同業

者にないものを育成するため、社員の人格と信頼

性と奉仕の心を選んだ。その育成の指針として、

あるいは倫理上の尺度として作られたのが｢四つ

のテスト｣です。非常に効果的な方法であることが

分かったので、国際ロータリーはこれを職業奉仕

にふさわしい短い職業倫理訓として認めていま

す。 

また、ロータリアンでない人達にも分かち合う

ため｢四つのテスト｣のポスターや、この由来を書

いた小冊子を掲げたり、歌にしていたりします。

顧客、競争業者のも、この｢四つのテスト｣を全て

の取引の指針とするように勧めています。 

引用文献 

木越正司：2660地区 2015～16年度のための地区

研修協議会資料｢ ～職業奉仕の考えを拡めて人

材を育成しよう～より 

ロータリークラブの方と喋ることができないこと

です。 

私は色々な人と接して楽しいイタリアの話をし

てお互いに理解するつもりが強くありますが、な

かなかできなくてとても悔しいです。 

例会に参加して様々な方のスーピチを聞くこと

が多くて、もちろん面白くて結構勉強になるのは

当たり前です。しかしそのために、こういうこと

が起こってしまいます。 

まず、同じテーブルにいらっしゃった方はだい

たい前回と同じ方です。もちろん親しくなって話

しやすくなってきましたが、外国人だからこそ選

んでもらったので他の人とも声をかけるべきだと

思います。 

次に、TV や映画などを通じてイタリアのこと

を知られてきたと思いますが、本当の生活が描か

れていない時が多いらしいので、恥ずかしい誤解

する可能性がありがちなのでしょう。ですのでイ

タリアのことを教えながら、日本と違うイタリア

を自分なりにリフレクションさせたいです。 

そして、ロータリークラブの奨学生になること

は一生に一度だけ起こることなので、様々な人と

喋らないと非常にもったいない気がします。ロー

次に米山奨学制度が他の奨学金と違う大きな点

は、我々援助しているメンバーが学生を見守り、

また日本との友好親善を図るために彼らと交流す

る機会を設けていることです。 

採用された学生とカウンセラーを含めた最初の

集まりでは、司会者が学生に『カウンセラーをお

父さんと呼びなさい』の一言があります。私たち

は彼らを守り、日本の文化を伝え、彼らの国の文

化を吸収することによって国際親善に寄与するこ

とを目的としています。 

1984年から延べ 18名の学生を応援してきまし

た。韓国、台湾、インドネシア、ブラジル、中国、

ベトナム、イタリアと続いています。 

これからも彼らと楽しく、そして互いの祖国に

有益な活動をするべく努力したいと思います。メ

ンバー各位のご協力をお願いします。 

パオラ・アゴスティーニパオラ・アゴスティーニパオラ・アゴスティーニパオラ・アゴスティーニ 

――――    米山奨学生報告米山奨学生報告米山奨学生報告米山奨学生報告    ――――    

 

 

 

 

 

 

――――    ｢｢｢｢職業奉仕職業奉仕職業奉仕職業奉仕｣｣｣｣コーナーコーナーコーナーコーナー    ――――    

タリー米山のメンバー達が頑張って作った素敵な

環境を楽しみながら、徹底的に日本文化を吸収し

たいです。 

もちろん皆は忙しくてあまり時間がありません

が、ちょっとしたことで自由に喋る時間を作れる

のでしょうか。例えば、食事を終わってコーヒー

を飲むタイミングでテーブルを回って少し話する

とか別の日で｢仲良くなりましょう｣という感じの

簡単なパーティーするとかできる時間があればい

いなと思っております。 

もちろん今までしてきた例会のやり方は悪いわ

けではないです。皆は優しくてちゃんとお喋りし

てもらうので、誠にありがたいです。前述の書い

たことは文句だと考えて欲しくないのです。ただ

もっと情熱がでるように奨学生の立場を考えたア

ドバイスと受け取って欲しいです。 

日本について知りたい

ことや、困っていること

など、カウンセラーに聞

きたいこと。 

困っていることは特に

ありませんが、少し残念

だと思っているのがあり

ます。例会の時、多数の



――――    出席報告出席報告出席報告出席報告    ――――    

 国内ビジター 1名   会 員 数  37名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除   9名  

 国内ゲスト  0名   会 員 出 席  22名  

 外国ゲスト  1名    会 員 欠 席  6名 

<10 月 2 日の出席率 81.25％>  

Make up を含む 9/4 の出席率 100％ 

――――    直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定直近の行事予定    ――――    

・・・・10101010 月月月月 16161616 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

11月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・10101010 月月月月 23232323 日日日日((((金金金金))))        11112222：：：：33330000～～～～    

三世代クラブ合同例会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

・・・・10101010 月月月月 30303030 日日日日((((金金金金))))            

指名委員会 

   (場所未定) 

・・・・11111111 月月月月 7777 日日日日((((土土土土))))        11111111：：：：00000000～～～～    

芸術・文化同好会 

   (大阪城西の丸庭園特設劇場) 

・・・・11111111 月月月月 20202020 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

12月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・11111111 月月月月 21212121 日日日日((((土土土土))))        13131313：：：：00000000～～～～    

IM第 6組ロータリーデー 

   (コングレコンベンションセンターホール) 

・・・・12121212 月月月月 4444 日日日日((((金金金金))))            

年次総会 

   (帝国ホテル｢牡丹の間｣) 

・・・・12121212 月月月月 4444 日日日日((((金金金金))))    18181818：：：：30303030～～～～21212121：：：：00000000    

地区大会第1日目RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 

   (リーガロイヤルホテル｢光琳の間｣) 

・・・・12121212 月月月月 5555 日日日日((((土土土土))))    11111111：：：：00000000～～～～17171717：：：：30303030    

地区大会第 2日目本会議 

   (大阪国際会議場 5F メインホール) 

・・・・12121212 月月月月 9999 日日日日((((水水水水))))            

第 2回大阪大手前ゴルフコンペ 

   (場所未定) 

・・・・12121212 月月月月 18181818 日日日日((((金金金金))))        13131313：：：：44440000～～～～    

1月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢桃の間｣) 

・・・・12121212 月月月月 25252525 日日日日((((金金金金))))        夜例会夜例会夜例会夜例会    

クリスマス家族会 

   (帝国ホテル｢八重の間｣) 

・・・・1111 月月月月 1111 日日日日((((金金金金))))            

休会 

～～～～ロータリーは例会からロータリーは例会からロータリーは例会からロータリーは例会から～～～～    

｢意外と便利な午後｢意外と便利な午後｢意外と便利な午後｢意外と便利な午後 4444 時からの例会｣時からの例会｣時からの例会｣時からの例会｣    

羽曳野ロータリークラブ羽曳野ロータリークラブ羽曳野ロータリークラブ羽曳野ロータリークラブ    山本山本山本山本    正明氏正明氏正明氏正明氏    

((((第第第第 2640264026402640 地区地区地区地区    大阪府大阪府大阪府大阪府))))    

 当クラブは 1973 年創立。当初は食事のある昼

例会を行っていましたが、1981年から例会日時を

｢毎週水曜日 午後 4 時｣に変更しました。変更し

た理由は、縁あって例会場を、駅に近い銀行の 2

階会議室にしたこと。銀行業務に一切迷惑をかけ

ないことを前提に考えた結果、このような例会時

間になりました。 

 以来 34 年間、一度、例会場を変更したにもか

かわらず、現在も午後 4時から例会を行っていま

す。普段は、お茶とお菓子だけですが、時折、食

事会、飲み会などを開いて、バランスを取ってい

ます。 

 ｢昼の会食が例会の基本である｣｢時間が中途半

端｣｢新会員を勧誘しにくい｣など、いろいろな問題

から例会時間の変更が提案されたこともあります

が、その都度、慎重に検討した結果、変更するこ

となく現在に至っています。 

 長期間にわたってこの例会日時が親しまれ、定

着した理由を考えると、①会員の時間管理にロス

がない、②食事の予算、メニューなどの心配をす

る必要がない、③委員会などの会合を引き続き開

きやすい、④ビジターが例会後すぐ帰宅できる、

⑤例会後、さらに親睦を深めることができる、な

どのメリットが挙げられます。 

  より良い例会運営を実践して、奉仕活動のレ

ベルアップを考えて行動しています。 

――――    ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友ロータリーの友 10101010 月号より月号より月号より月号より    ――――    

 

 

 

 

 

岡田岡田岡田岡田    耕平耕平耕平耕平    

10月 3日(土)、秋晴れの空の下、第 1回大手前

RC ゴルフコンペが池田 CC で開催されました。

当日は女性 4 名を含めた総勢 14 名の皆様に参加

いただき、楽しい一日となりました。 

優勝は中村(匡)会員、準優勝は中村(不)会員と中

村コンビが上位を独占されました。表彰式では中

林会長が事前に準備されていた会長賞が女性 4 名

に渡され、終始和やかな雰囲気の中、無事に終了

しました。 

次回は 12月 9日(水)の開催を予定しております

ので、皆様、奮ってご参加をお願いいたします。 

――――    第第第第 1111 回回回回大阪大手前ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ大阪大手前ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ大阪大手前ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ大阪大手前ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ報告報告報告報告    ――――    


