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4

つのテスト

●真実かどうか

第1475回例会

●みんなに公平か

●好意と友情を深めるか

国際奉仕委員会

平成24年10月29日

卓話「地区へ出向してみて」
地区国際奉仕委員長

小林会員

今週の歌「R-O-T-A-R-Y」

先週内容
会長挨拶

坂口会長
私がロータリークラブに入会した時に感じ
た違和感は、奉仕という言葉です。日本語の
ニュアンスでは、滅私奉公、すなわち強制され
た無償の「いやいやの」労働というイメージが
あります。英語の「サービス」の直訳なのですが、
私は誤訳だと思っています。英語のポジティ
ブなイメージと比べて、奉仕は受け身なイメー
ジがあります。ポジティブな表現として社会
貢 献、す な わ ち コ ン ト リ ビ ュ ー シ ョ ン
（Contribution）のほうが、積極的で自発的なイ
メージがあります。私達は、自分の職業をつう
じて社会貢献しようではありませんか。世の
ため人のため。
幹事報告
阿部幹事
◦次週の例会はシャングリラで行います。同時に
ノーマイカーデーにご協力宜しくお願い致し
ます。
◦次週例会終了後、理事会を行います。
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西村委員
木越 正司 様
片山 秀樹 様

矢倉副委員長
●会 員 数 48名 ●来
客
2名
●出席会員数 41名 ●本日の出席率 91.11％
●9月24日の出席率（メーキャップを含む） 100％

米山月間

次週 第1476回 例会予告

小林副委員長

岩手県盛岡西RC、タイ国ナコンパノムRCと協
同の本年度のマッチンググラント、
「岩手県大槌
町公民館・体育館への浄水設備設置事業」は、
2660地区の国際奉仕委員会及び財団人道的補
助金委員会のDDF審査を通過し、シカゴのロー
タリー財団への書類申請を終了しました。
ロータリー財団からは、申請書類の受領の確
認と審査部門への審査依頼を行う旨の連絡があ
りました。通常は２週間後に承認の可否が有る
予定です。

社会奉仕委員会

橋本（芳）委員長

社 会 奉 仕 担 当 の 炉 辺 談 話 が11月16日 ㈮、
PM6:30〜木曽路にて行われます。参加よろしく
お願いします。

ロータリー財団委員会

平成24年11月5日
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清水委員長

本日、田中（孝）会員より、特別寄付を頂きま
した。ご協力ありがとうございました。
また、2012年11月のロータリーレートは1ド
ル＝80円と本部より連絡がありましたので、お
知らせ致します。

米山記念奨学会委員会 田中（孝）委員長
本日、田中（慶）会員、大藤会員、小川会員より、
特別寄付を頂きました。ご協力ありがとうござい
ました。

芽吹（吹田くわい焼酎）

出席報告

卓話 「東日本大震災の復興事業について」 家村パスト会長
Weekly No. 1475は𠮷田委員が担当しました。
Weekly No. 1476は西村委員長が担当の予定です。
（本日の原稿をお渡し下さい）

●みんなのためになるかどうか

髙木会員

吹田市の歴史ある野菜のくわいを原料として、
青年会議所のメンバーによって芽吹は誕生致し
ました。くわいは正月の祝膳にも “芽が出る” と
縁起の良さで必ず入れられています。そのくわ
いを焼酎の中に入れ、祝酒をつくろうと大変な
努力の結果、上品でさっぱりとした焼酎を完成さ
せました。吹田の特産品としてまだまだ認知され
ておりません。お一人がお知り合いの方お一人
に手みやげにでも持参して頂き、この歴史をお
伝えして頂き、地域の方々に広くお飲み頂く様に
ご協力頂ければと願います。

ニコニコ箱

ロータリアンに求めず、また与えることな
かれ（89−148）。

岡SAA

◆尾家会員
①先月の結婚記念日の盛花ありがとうご
ざいました。
②連続欠席のお詫び。
◆西村会員
先週初めてインドネシア
（ジャカルタ）に
行ってきました。刺激的でした。
◆澁谷会員
木越地区職業奉仕委員長、本日の卓話
宜しくお願い致します。
◆田中（孝）会員
本日、ロータリーのバッチをわすれまし
た。
おわびです。
──────────────────
本日のニコニコ箱
19,000円
累計のニコニコ箱
428,591円

卓

話

「ロータリーの求める職業奉仕について」
地区職業奉仕委員長

木越 正司 様

ロータリーの誕生

兼題 ﹁虫﹂﹁秋惜しむ﹂及び当季雑詠

久 美 子

この空のあといつまでと秋惜しむ あ き ら

宇宙まで紺青の空秋惜しむ

み か よ

第三百六回句会

虫すだく大原草生尼の寺

牛

ロータリアンの職業宣言（1989年RI理事会）
⑴職業は奉仕の一つの機会となり心に銘せよ。
⑵職業の倫理的規範、国の法律、地域社会の道
徳基準に対し、名実ともに忠実であれ。
⑶職業の品位を保ち、自ら選んだ職業におい
て、最高度の倫理的基準を推進すべく全力
を尽くせ。
⑷雇主、従業員、同僚、同業者、顧客、講習、そ
の他事業または専門職務上、関係をもつす
べての人々に対し、ひとしく公正なるべし。
⑸社会に有用なすべての業務に対し、当然そ
れに伴う名誉と敬意を表すべきことを知れ。
⑹自己の職業上の手腕を捧げて、青少年に機
会を開き、他人からの格別の要請にも応え、
地域社会の生活の質を高めよ。
⑺広告に際し、また自己の事業または専門職
務に関して、これを世に問うに当たっては、
正直専一なるべし。
⑻事業または専門職務上の関係において、普
通には得られない便宜ないし特典を、同僚

−クラブ俳句同好会−

濃きところ薄きところも虫の闇 山

1905年 米国シカゴ青年弁護士ポール・ハリス
「友情とビジネスを混ぜ合わせたら、
友情ビジネスも増えるのではないか」
原点：競走相手とならない友人の輪をつくろう、
と4人で発足
（一業種一人、ロータリーの職業分類制度の始まり）
利益よりもっと満足できるもの
⬇
即ち「親睦」を見いだす。

四つのテスト ” The Four-Way Test”
言行はこれに照らしてから
“Of the things we think, say or do”
⑴真実かどうか “Is it the TRUTH?”
「個人生活においても、社会生活においても
正しい道を歩んだか −真実は良心に問う
のみ」
⑵みんなに公平か
“Is it FAIR to all concerned?”
「みんなに公正か、公正に対処しているか（田
中毅氏）」
⑶好意と友情を深めるか
“Will it build GOODWILL and BETTERFRIENDSHIPS”
「その好意と友情に徹しているか、少なくと
も感情のみに走り、理性を失うことがなかっ
たか」
⑷みんなのためになるかどうか
“Will it be BENEFICIAL to all concerned?”
「独断専行はなかったか、自分とかかわりの
あるもの、利害関係のあるものと等しく利
益を分け合ったか」
すべての問いに YES と答えられること
＝ ロータリアン

【今後の予定と兼題】
第三百七回句会 平成24年11月12日
兼題 「立冬」「十一月」当季雑詠
※出句は5句
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