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     今週は  足立 恒雄 会員  

真実か どうか 

みんなに 公平か 

好意と友情を深めるか 

みんなのためになるかどうか 

♪♪今日の歌｢四つのテスト今日の歌｢四つのテスト」♪」♪  

 
 或る日、徳田正也先生に呼び出され、京阪レストランに誘われました。先生は店長を呼んで何やらテーブル席

の事で打ち合わせしていました。間もなく「枚方くずはロータリークラブ」が徳田、村岡斌、両氏をキーメンバーとし

て５月発足、会場は京阪レストランとなりました。 

 翌年9月、徳田会長に入会するよう勧められ、同月入会しましたが、「職業分類 小児科医」となっていました。徳

田先生が内科医となっており、ロータリーの定款でかく相成った次第とのこと、私は小児科医の家内に頭が上がら

なくなるのではないかと申したのですが、よんどころなく現在までそのままになっています。 

 現在、シニアのため、職業分類をふたすることはありませんが。 

 ６代岩倉左衛門会長に幹事に抜擢されました。岩倉さんは維新の元岩倉具視

の孫にあたられ、非常にソフトな方でした。何でも私に相談されましたが、常に腹

案は持っておられ、そのまま私はクラブ活動の指針としました。まあ、気楽な幹事

務めでした。 

 1990年会長となった時、

チェルノブイリの原発事故発生、理事会にて折野会員が「点滴

セットを送っては」と提案、直ちに実行に移すことになりました

が、当時ロシアは政情不安で無事現地に手渡されるかどうかが

問題でした。折からモスクワにロータリークラブが発足、ここと連

絡を取ることとなりました。当時、片山通夫幹事は一匹狼の写真

家ジャーナリストで、ベルリンの壁が崩壊した時、現地に飛んで

写真取材、コロンの像を土産にくれました。さらに、片山夫人は

大阪外大ロシア語科卒の才嬢で外大の教授に私のメッセージをロシア語にしていただきました。 

 「一粒の麦若し 地に落ちて死なずば 多くの実りをなすべし」 アンドレ・ジイド 

 ２６６０地区年次大会にモスクワロータリークラブで会長幹事の2名に目録を手渡す檜舞台に立ち、会員の席に向

かって手を振った時を今もなお目に残っています。ノースイースタンのわがクラブが中央に躍り出た瞬間でした。 

 ロータリークラブで入会時の自己紹介 

「五才で神童、十で才子、十五過ぎればただの人」草深い山村に生まれた私の時代は幼稚園もありませんでした。

たまたま三番目の姉が読み書きを教えてくれていました。小学校入学前に「ヤマノウエニ、オチナホガアリマス」と

書いて人がびっくりしたとのこと。中学時代は海軍兵学校に海軍士官として七つの海を制覇する夢を抱いたので

すが敗戦、夢破れいつの間にやら医学部を出ました。 

 

 齢(よわい) 八十二の今日 クラブで週一回、皆様に会うことが唯一の楽しみとなっている今日この頃です。 

地区大会にてモスクワＲＣへ点滴セットを贈呈   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区大会にて 
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第第17431743回例会プログラム回例会プログラム  

                                       司会 山口(彰)SAA  

●１２：４０ 開会の点鐘            岩本会長                       

●友情と親睦の握手             全会員 

●国歌斉唱                                       〃 

●ロータリーソング                〃 

 ｢四つのテスト」                                            

●お客様紹介                  親睦委員     

●幹事報告                   山口(尚)幹事 

●委員会報告 

 ・出席状況報告                      林（克）委員長               

●卓話「米山月間にちなんで」       粟津直晶委員長 

 米山奨学生報告              李侖錫君 

●その他 

 ・ニコニコＢＯＸ報告             山口(彰)SAA 

●１３：３０ 閉会の点鐘             岩本会長  

 

心なごやかな一日 

 私は薬局経営者です。私は常日頃より私と御

縁があり、当方に勤められている従業員さんに

は幸せになってほしいと願っております。 

 人を人としてお互い尊敬できる様な職場を

作ってきたつもりです。 

 その様な事をある取引先の統括の方にお話し

をした事があります。 

 先日その統括官が当方にアポを取られ、「お

会いしたい」との事。日時を決めてお会いさせ

ていただきました。 

「社長、当方の支店長を担当変えさせてもらい

ます。」との事。 

「何かあったのですか？」とお聞きすると、

「彼が会社を辞めさせて欲しいと…。」 

子供さんが悪く、家族みんなである箏をしなけ

ればいけなく、妻一人にまかせてはおけないと

の事。「支店長でいる限り、時間がたらないの

です。」との事らしい。 

 統括官はその時私との会話を思い出し、「自

分の部下を幸せに出来なくて何の人生だ。」と

いう事で、「もう少し時間に余裕の取れる部署

に異動させることにしました。社長の言葉を思

い出し、自分の道がわかりました。」と身に余

る感謝を述べられました。 

 会 長 通 信 

 しかしこのフレーズ、どこかで読んだ記憶が

あります。山口県で起こった不幸な出来事、母

子殺人事件。本村さんの事を書いた 

『なぜ君は絶望と闘えたのか』  

          新潮社 門田隆将著 

 本村さんが会社に迷惑がかかるから、会社を

辞めさせてほしいと申し出られた時 

「この職場で働くのが嫌なのであれば辞めても

いい。君は特別な経験をした。社会に対して訴

えたい事もあるだろう。でも君は社会人として

発言していってくれ。労働も納税もしない人間

が社会に訴えても、それはただの負け犬の遠吠

えだ。君は社会人になりなさい。 

君一人ぐらい会社が面倒みられないでどうす

る。君が会社を辞めたら、私達は君を助けてあ

げる事ができない。辞めることはならん！」 

 私はこのフレーズを妻に話す時に、自分も泣

きながら妻に感激した事を話した覚えがありま

す。 

 すごい心がなごやかな一日でした。 
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○最近になって漸く理解できたこと 

１．自分の職業を誠実に努力すること 

 が職業奉仕であると自覚すること。 

２．「多くの人達に少しでも喜んで貰う 

 ことができれば」私なりの職業奉仕 

 になること。 

３．仕事を完全に果たし、適正な利益をあげて納税義務 

 を果たすことで地域社会へ貢献できること。 

○奉仕の工夫と効果 

１．各自が専門とする職業を通じ必要とされるものをあら 

 ゆる人に還元して差し上げること。 

２．事業を充実し、拡大することによって働く場を拡げ、環 

 境の優遇を図るのに役立てること。 

３．より良い商品やサービスの創造普及によって豊かな社 

 会生活に寄与するよう努めること。 

○ロータリーの三種の神器 

１．利益と奉仕（単なる近視的利潤でなく、立派な人として 

 優れた奉仕の機会が与えられること）。 

２．最もよく奉仕するものは最も多く報いられること。 

３．四つのテスト 

 お客様には、正直、親切に 

 従業員には、公平な待遇を 

 同業者には、信義と友情を 

 仕入先には、誠実な取引を 

○格言 

１．二宮尊徳（１７８７～１８５６） 

 「すべての商売は売りて喜び、買いて喜ぶようにすべし」 

 「道徳なき経済は犯罪であり、経済なき道徳は寝言であ 

 る」 

２．石田梅巌（１６８５～１７４４） 

   ‐丹波亀岡の農家出身で石門心学を開いた‐ 

 「利益は人々の世の中に貢献した報酬である」 

 「人は一人勝ちでは生きてゆけない」 

 （商人蔑視の風潮の中で商人道を説き、１８３０年代の 

 最盛期には、講舎が３４藩１８０個所に達した） 

 

 

 

「職業奉仕月間にちなんで」  

           北村 隆   職業奉仕委員長   

卓  話  先週の例会 

お誕生日お祝い 今中七郎 会員   お誕生日お祝い 中西庸夫 会員  

 

  

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

＜メークアップ報告＞ 

森 賢司 会員 
＊10月6日(水) 松山西ロータリークラブ 

 松山西ロータリークラブは伝統あるクラブで国際理事経

験者もおられます。女性会長さんがおられ三名の女性会

員がおられます。会員には医療関係が多く病気をしても安

心です。松山のクラブですが野球は全然だめだそうです。 

 

＊10月6日(水) 伊予ロータリークラブ 

 伊予ロータリークラブは商工会議所で例会をします。時

間になると皆さんで仲良くお弁当を配って開会です。伊予

ロータリークラブはなんと直

接民主制。例会が終わると

今から理事会を始めますか

ら理事以外でも時間のある

方は参加してくださいとのこ

と。ほとんどの皆さんは残り

ます。結束の強さが自慢の

クラブでした。 

          

山中卓会員(喜寿)、今中七郎会員(米寿)、藤原和彦会員(喜寿) 

おめでとうございます。 

入会記念日お祝い 足立恒雄 会員  入会記念日お祝い 南武 会員 
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第１７４２回例会出席報告（10月6日） 

会員総数 出席者 出席率 

６０名 ３５名 ６２．５０％ 

    第１７39回例会補正後出席率   ７８．８４％ 

メーク ２名  欠席  １１名  除外 ８名 
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KUZUHA ROTARY CLUB 発 行 

10/20 

（水） 

・卓話「「クラウドコンピューティング」を聞いたこ

とがありますか」辻村順一会員 

10/27 

(水) 

・卓話 重田惠年会員 

11/3 

(水) 

・文化の日 休会 

10/29

～30 

・地区大会 

○本日の配布物 

 ①ロータリー米山記念奨学会ご寄付のお願い 

 ②ロータリー米山記念奨学事業豆辞典 

 ③5ＲＣ親睦ゴルフ大会組合表（参加者のみ） 

 ④理事会通信 

 ⑤わらしべとともに歩む会たより (2010第9号) 

○地区行事等出席報告 

 10/9 青少年奉仕正副委員長会議 源本、山口(彰) 

○地区行事等出席予定            

 10/15 IM担当者会議              初木 

 10/19 幹事会                山口(尚) 

 10/23 財団委員長会議            川島 

 10/29～30 地区大会 

○メークアップ 

 森賢司会員  10/6 高松南ＲＣ   伊予ＲＣ 

           10/8 道後ＲＣ 

ニコニコ箱 合計 ¥46,000 累計  ¥405,000 

 ニコニコ箱メッセージ（掲載順不同） 

＊誕生日自祝                     今中七郎 

＊入会Ｓ５０年より今日まで健康に過ごさせて 

  いただきました                   足立恒雄 

＊誕生日祝を頂いて                 中西庸夫 

＊喜寿のお祝を頂きありがとうございます 

 米寿まで元気でﾛｰﾀﾘｰ会員として頑張ります 藤原和彦 

＊喜寿のお祝いありがとうございました 

 11年後の米寿をねらってがんばります      山中 卓 

今後の予定  報告事項 

お 知 ら せお 知 ら せ  

5ＲＣ親睦 

ｺﾞﾙﾌ大会 

幹事会 

            2010年  １０月 

月 火 水 木 金 土 日 

11 12 13 14 15 16 17 

       

18 19 20 21 22 23 24 

       

25 26 27 28 29 30 31 

       地区大会 

IM担当
者会議 例会

例会

例会
財団委員長 
会議 

地区大会ご案内 

＊2010年10月２９日(金)第1日目 

 （大阪国際会議場） 

 １４：００～１４：４５ 開会式  

 １５：００～１７：００ 分科会 

  ・会長幹事会     講師 青山繁晴氏 

  ・5大奉仕/新会員  講師 アグネスチャン氏 

  ・ロータリー財団/米山  

               講師 倉内菜穂子氏 

               講師 カストロホアンホセ氏 

 １８：００～２０：３０ RI会長代理夫妻歓迎晩餐会  
 

＊２０１０年１０月３０日（土）第２日目  

（大阪国際会議場） 

 １３：００～１７：５０  本会議  

 記念イベント～雅楽とﾊﾞｲｵﾘﾝの至極のﾊｰﾓﾆｰ～ 

  


