
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
今 期 累 計 464,797円 

年 間 予 算 2,500,000円 

達 成 率 18.59％ 

 
 
 
・9/10   米山奨学生グェン・トゥ・タオさん例会参加 

・9/10   大東市民まつり 第 3回総会 19：00～ 

・9/14  地区 ロータリー財団セミナー 14：00～ 

・9/15   大東市民まつり 

・9/17   休会 

・9/20   秋の全国交通安全運動キャンペーン 9：45～ 

・9/21  地区 米山奨学委員長・カウンセラー研修会 

14：00～ 

・9/22-23 地区 米山友会秋研修会 

・9/23   大東ＲＣ旗争奪少年野球大会 閉会式 

 
・10/1-2  秋の家族会 
・10/12  地区 第 3回地区公共イメージ向上委員会 

13:00～ 
・10/22   休会 
・10/26  くずは 45 周年式典 16：00～ 

・10/27  米山奨学生レクリエーション 10：00～ 

第２６６０地区 
大東ロータリークラブ 

■ 事務所 
〒574-0046 大東市赤井１丁目 2-10 

ポップタウン住道本館４階 
T E L :０７２－８７５－１２００ 
F A X :０７２－８７５－０５９０ 
E-mail:office@daito-rc.org 
http://www.daito-rc.org/ 

■ 例会 
毎週火曜日 12 時 30 分～1時 30 分 
〒574-0076 大東市曙町 4-6 
大東市民会館 4 階「大会議室」 
T E L :０７２－８７１－０００１ 
 
 

◆4 つのテスト◆ 
言行はこれに照らしてから 
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？ 

DAITO 
ROTARY 

OSAKA JAPAN 

CLUB WEEKLY BULLETIN 

令和元年 9 月 10 日   No.2469   R1.9.3 (No.2468 の例会記録) 

大東ロータリー会長テーマ 

「 One for all ,All for one 」 

◆ 出席報告（9月 3日分） 

会員数 39名 出席数 33 名 欠席者 3 名 

特定免除 3名 その他免除 0 名 

出席率 91.67％ 

 

前々回 8 月 20 日分 

ホームクラブの出席者 33 名  91.67％ 

メークアップの結果 35 名 

特定免 3 名  その他免除  0 名 

欠席者 1 名  修正出席率 97.22％ 

後面に記載 

 
２０１９年～２０２０年度 

 
国際ロータリーのテーマ 

 
国際ロータリー会長  

 
  マーク・ダニエル・ 

マローニー 

お知らせ 

先週の例会報告 

ニコニコ箱 

 
ロータリーは世界をつなぐ 

 

次週の予定   （9 月 24 日） 

今週の予定   （9 月 10 日） 

創立 1967 年 12 月 26 日 
■会長 田川 和見 
■幹事 中野 秀一 
■広報委員長 森脇 克弥 

「 雑 感 」 

谷中 宗貴 会員 

「 インターアクトクラブ活動報告 」 

ゲストスピーカー 大阪桐蔭高校インターアクター 

担当 インターアクト委員会 森田 武雄 委員長 



 

 
 
 

   
 

皆さん こんにちは。日曜日には第 40 回大東

ロータリークラブ旗争奪戦少年野球大会開会式

に間委員長を始め多くのメンバーに参加いただ

きまして有難う御座いました。 

直前中嶋会長が昨年始球式で投げたボールを

頂き、1年間保管しておりましたそのボールを私

がなんとかキャッチミットに投げ込み、佐藤会長

エレクトにボールを渡す事が出来、ほっとしまし

た！1年間ボールの保管宜しくお願いします。 

ロータリアンとバッジ 

バッジは国際ロータリーの公式徽章で、クラブの各会員はロータリアンとして知

られ、これを着用する権利が与えられています。ロータリアンのつける徽章として

は、例会や大会等で用いられる名札がありますが、この他に襟に着用する小型の徽

章があります。日本では、一般にこれをバッジと言っていますが、厳密には正しい

名称ではありません。 

ロータリーの公式徽章は、6本の輻と 24 の歯及び 1 つのかぎ穴からなる歯車をデザ

インしたもので、“Rotary”の文字は上方の窪みに、“International”の文字は下方の窪

みにあります。色は窪みの部分がロイヤルブルー、輪および文字は金色になっています。 

ポール・ハリスは、1911 年 1 月創刊の“ザ・ナショナル・ロータリアン”に掲載

された“合理的ロータリアニズム”の中で、ロータリーのバッジは資質の保証とな

るべきものでなくてはならないと述べております。このように、バッジは単なる標

識ではなく、“善意と寛容”を説き、その心を象徴するもので、ロータリアン同士に

とって「その個人生活、事業生活および社会生活に常に奉仕の理想を適用する」お

互いの絆であり、“思いやり”とか“人のために”というロータリアンとしての心構

えが入魂されているものと考えられます。 

そこで全会員はロータリーに対する公共的イメージをあげるために、ビジネスお

よび社交行事の場でロータリーのバッジを常に着用し、これを信用と奉仕の象徴と

しなければなりません。ロータリーのバッジを着けていれば国内はおろか、世界中

何処のクラブ例会にも出席でき、あらゆる種類のロータリアンと知り合いになり、

親睦を通して見聞を広め、品性を磨きながら奉仕を行うことができます。 

ロータリーのバッジ 

ロータリーのバッジ着用は、ロータリアンの誇りを示すと同時に、その責任を表し

ています。ロータリアンがバッジを着けているときは、次のことを意味しています。 

◎あなたは、私を信用していただいて結構です。 

 私は信用に値する者です。 

◎私の用意はできています。何時でも、あなたのために奉仕できます。 

◎私は受ける以上のものを、あなたに与えます。私は人のために奉仕します。 

会長 田川 和見 
会長の時間 



 

 
 
 

 

 

 ＜9 月度（第 3回）定例理事会＞ 

決議事項 

1. 秋の家族会 中間支払の件    ・・・・・承認 

2. くずは 45 周年式典参加の件 参加    ・・・・・承認 

3. 木村副会長退任に伴う後任副会長選任の件  ・・・・・承認 

 

報告事項 

２６６０地区より 長崎、佐賀豪雨災害義捐金のお願いがあり、募金箱設置。 

フィリピンの水支援事業の義捐金（25万円）集計報告と国境なき奉仕団へ寄付。 

2020-21 年度 ロータリーデーのホスト要請を受ける事とし、田川会長が実行委

員長に決定。 

 

 

 

 

 

◎ニコニコ箱委員会                  副委員長  生駒 智人 

・誕生日 自祝       大東  弘 君 

・誕生日 自祝       中  恒夫 君 

・誕生日 自祝       東村 正剛 君 

・誕生日 自祝       岸沢 重和 君 

・中さんありがとうございました！     田川 和見 君 

・田川会長 野球大会始球式お疲れ様でした   中野 秀一 君 

・間委員長、野球開会式おつかれ様でした    佐藤 多加志君 

・中先輩、本当にありがとうございました    木村 克己 君 

・少年野球大会の開会式無事終了  

会長、委員長を始め参加頂いた皆さまごくろう様でした  中嶋 啓文 君 

・RC 旗杯 少年野球大会、ご参加ありがとうございました  間  紀夫 君 

・少年野球大会の始球式で、田川会長の変化球に感動しました 感謝 中野 隆二 君 

・生駒会員ありがとうございました 早退お詫び   柿木   篤 君 

・先週例会欠席お詫び       森田 武雄 君 

・東村先輩、先日は遅くまでお世話になりありがとうございました 感謝  

岸沢 重和 君 

・東村さん、お世話になりありがとうございました 又、宜しくお願いします 感謝 

         中野   剛 君 

・少年野球大会開会式、欠席ですみませんでした   生駒 智人 君 

 

委員会報告 

幹 事 報 告 幹事 中野 秀一  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◎国際奉仕委員会        委員長 空門 満也 

国際奉仕委員会からです。先月募金させて頂きましたウォ－ターIN フィリピン協賛

金ですが、集計後振込させていただきました。多額のご寄付および温かいご支援あ

りがとうございました。 

 

◎青少年奉仕委員会       委員長 間  紀夫 

令和元年９月１日（日）大東公園において、大東ロータリー旗争奪少年野球大会の

開会式が執り行われました。本年度も田川会長、中野幹事をはじめ、たくさんの会

員の皆様にご出席いただきました。 

本年度の大東ロータリー旗争奪少年野球大会は４０回という節目の年ということで、

当クラブの日頃の支援に対して、大東市スポーツ少年団野球部会から、感謝状と花

束を頂戴致しました。 

試合の方は、田川会長の見事（？）な始球式により、第１試合寺川ブラックスと泉

イーグルス（泉ジャガーズと中垣内イーグルスの連合チーム）で開幕致しました。 

各チームの子ども達は、ジュニアライガースの上加世田君の元気一杯の選手宣誓の

とおり、今までに積み重ねた練習の成果を十二分に発揮し、白熱した試合を繰り広

げてくれることと思います。 

なお、本大会の決勝戦及び閉会式は、令和元年９月２３日（月・祝）を予定してお

りますので、開会式同様、たくさんの会員の皆様のご参加をお待ちしております。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

☆今週のお祝い  

~ 9 月 Happy Birthday~ ☆ 

                             

                             



 

 
 
 

 

 

 

 

会長 田川 和見 

皆さんおはようございます。只今ご紹介いただきました、大東ロータリークラブの

田川で御座います。今日は、秋雨前線の影響も心配していたのですが、どうにか天

気も回復した模様で安心しました。 

さて、大東ロータリークラブ旗争奪少年野球大会ですが、1980 年私達の先輩達が「大

東市の青少年健全育成を願い」始められて、今年で第 40 回目を迎える歴史ある大会と

なりました。そして、毎年この大会を開催するにあたり、大会関係者並びに各チーム関

係者を始め多くの皆様方にご協力いただきまして心より感謝申し上げます。また、決勝

戦までの期間中の運営に関しましても、事故等の無い様に宜しくお願いいたします。 

さて、選手の皆さん、皆さんはこの夏の厳しい練習を乗り越えて、この大会を迎え

ました。でも、野球には勝ち・負けがあります。また、ホームランを打てる時もあ

れば、三振をすることもあります。しかし、みんなにとって一番大事なのは、精一

杯、そして、一所懸命プレーすることです。 

そしてもう一つ、皆さんがいつも楽しい野球が出来るは、お父さんやお母さんを始

め、いつも暖かい応援をしてくれている家族と、時には厳しく指導をしてくれてい

る、監督さんをはじめコーチの皆さんいてくれるからです。皆さんは、その人たち

に、いつもありがとうという感謝の気持ちをもって一所懸命プレーして下さい。 

そして、素晴らしいゲームを期待しています。頑張って下さい。終わります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

「 ロータリーの友月間について  」 
 
 
 
 
 

 

              

 

 

広報委員会委員長 森脇 克弥 

今回は【ロータリーの友月間について】という事で卓話させて頂きます。ロータリーに

は特別月間というものがあるという事で、各月ごとにこのように決まっております。 

これはクラブだけでなく、ロータリアンの一人ひとりが、ロータリー活動に参加す

るよう強調するため、国際ロータリーの理事会が指定した月間のことであります。 

なお 9 月、10 月には日本独自の月間テーマが設定されておりまして、9 月はロータ

リーの友月間となっております。 

それで、今回はロータリーの友についてお話をしなければならないとの事で、何を

話せばよいかと色々と考えました。ロータリーの友のウェブサイトで色々と調べて

みたり、また以前のロータリーの友を読み返したりしました。先輩にもお聞きしま

したら、ロータリーの友を読んで何か仕事の事につながることがあれば仕事の話で

もなんでもいいんだという事もお聞きしました。 

ということなので、今回はロータリーの友がどのような経緯で発刊されることにな

ったのかについてそれから四つのテストについて、それと仕事の事についても少し

お話をさせて頂けたらと思います。 

戦後、１地区で行なっていた日本のロータリーが昭和 27 年 7 月の新年度から、東日

本と西日本の 2 地区に分割されることが決定されていました。そんな中、昭和 27 年

の 4 月に第 60 地区の大会が開催されました。主催者も参加者も、共に深い感慨をも

ってのぞんだ特別な地区大会でした。これまで共に活動をしてきた日本のロータリ

アンが、分割されてしまう、しかしこれからも緊密に連絡を取り合い、情報を共有

するためにはどうすればよいか？そのための機関誌として、ロータリーの友は企画

されることになったのです。 

その後、発刊について色々な話し合いがなされました。たとえば、昭和 28 年 1 月か

ら、毎月発行すること、価格を 50 円とするが、広告を取って 100 円分の内容のある

雑誌とすること、名前を『ロータリーの友』とすることなどが決定されました。ロ

ータリーの友という名前は遠藤健三氏のご提案で決まったそうなのですがこれは当

時の有名な雑誌の主婦の友からヒントを得て考えられたそうです。また、その他に

も新しい雑誌を縦書きにするか横書きにするかで意見が分かれました。全会員によ

先週の卓話 



 

 
 
 

る投票を行ったところ、2 対 1 の割合で、横書きが採用されることになりました。

戦後 10 年もたっていなかったという時代背景を考えると、当時のロータリアンが、

いかに先進的な考えをもっていたかを知ることのできるエピソードかと思います。

そうして 1953 年（昭和 28 年）1 月に創刊されることとなりました。前述の通り、

最初は横書きのみでスタートしたのですが、俳壇・歌壇など横書きでは入れられな

いページが登場してきて、それらを縦書きで入れるようになりました。その後、少

しずつ縦書きで入れる記事が増えていき、それらを巻末にまとめていましたが、そ

れなら反対側にも表紙を付けたらどうかという事になりまして、現在の両方が表紙

という非常に珍しい形の雑誌になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

その後、1979 年 7 月号から 1 年間の試験期間を経て、1980 年 7 月号から、『ロータリ

ーの友』は、国際ロータリーの公式地域雑誌としての役割を担うことになりました。 

世界には、ロータリーの友のような地域雑誌が 32 あります。 

最初、発行部数 3300 部でスタートしたロータリーの友ですが現在では月間平均で約

95000 部、年間では 114 万部の発行部数を誇るまでになっております。ネットや電

子書籍等で発行部数が低迷している時代に年間で１００万部以上というのはすごい事で

す。ちょっと調べてみたのですがウェッジっていう雑誌がありますけどこれの年間発行

部数が約５０万部ぐらいです。その他、プレジデントという雑誌で約１２０万部ぐらい

です。ロータリーの友はあのプレジデントと肩を並べるぐらいの発行部数であります。 

ロータリーの友はロータリアンの購買料で発刊されております。◆現在は 1 冊 200

円＋消費税となっておりまして、昨年度の購読料は 1 か月平均で 185 万 2622 円に

なります。◆年間平均だと約 2 億 2200 万にもなっております。ロータリーの友はロ

ータリアンがロータリーライフを深めるためにも、そしてクラブがＲＩと直結して

いると実感するためにも必要な媒体であります。これからは広報委員長としてどの

ような情報が掲載されているのかも意識しながら読んでいきたいと思っております。 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

次に四つのテストについて話をしたいと思います。いつも何気なく体操をしながら歌っ

ている四つのテストですが、おそらく過去の有名なロータリアンの方が作ったものだろ

うというぐらいしか考えていませんでした。ロータリアンの方が作った事に間違いはな

かったのですが由来を見ると大変奥深いものがありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

この四つのテストの創案者はハーバート・J・テーラーという方です。1893 年、ア

メリカ、ミシガン州生まれ、ノースウェスタン大学を卒業後、軍の福祉機関の任務

で渡仏し、第一次世界大戦では海軍の補給部隊員として従軍しました。1919 年には

結婚し、オクラホマ州で石油会社に勤務し、その後 1 年で退社、保険･不動産･石油

リース仲介業を始めています。その後この事業で成功を収めたテーラーは、1925 年

にイリノイ州に戻り、シカゴのジュエル･ティー社に入社しました。そこで、とんと

ん拍子に昇進し、シカゴロータリークラブの会員となりました。順風満帆で、ジュ

エル･ティー社の次期社長候補でもあったテーラーでしたが、そんな時に破産寸前状

態のシカゴのクラブ･アルミニウム社の再建をしてくれないかという依頼があり、倒

産の瀬戸際にある会社の立て直しという難事業を受け持つことになりました。テー

ラーはジュエル社を辞め、これまでの 8 割減という給与でクラブ･アルミニウム社の

社長に就任しました。それからテーラーは大不況の中で、低迷している会社を再生

させるには、同業者にはない何か新しい倫理訓を作らなければならないと考えまし

た。構想をめぐらせたテーラーは最初、およそ 100 語からなる文章を考えましたが、

これでは長すぎると判断し、さらに推敲（すいこう）を重ね、それを７つの項目に

まとめました。四つのテストは当初、七つのテストでありました。しかし、これで

も長いと考え、それを自問形式の 4 項目にまとめ上げ、それが今日の四つのテスト

となりました。簡潔さの中に深い意味を含むこのテストは、事の大小にかかわらず、

クラブ･アルミニウム社がさまざまな決定を下す際の基本となりました。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

決定を下す際の基本となっている事をあらわしている事例として以下のような話が

ありましたので紹介させて頂きます。 
ある日のこと、クラブアルミニウム社の販売部長が、調理器具 5 万点の注文が取れ

るかもしれないと発表しました。売り上げは低迷状態にあり、会社は依然として倒

産の危機から脱していませんでした。最高幹部の人たちは、この販売の機会を逃す

ことなく、商談が成立することを望んでいました。しかし、一つの問題点がありま

した。販売部長が聞いたところ、注文主である業者は商品を値引きして販売したい

というのです。そこで販売部長は言いました。「これでは、これまでわが社の製品を

地道に宣伝し販促してきてくれたディーラーに対して不公平となります」結局、こ

の注文は断ることになりました。その年には、ほかにいくつか厳しい決断が下され

ましたが、これは、その中でも最も苦渋に満ちた決断の一つでした。この取引を行

っていれば、疑う余地もなく、同社が営業活動のよりどころとする四つのテストを

嘲笑（ちょうしょう）することになったでしょう。 
仕事の上でこのような判断を迫られる時というのは多々あることだと思います。私

も営業に出ている中で、『数量が多いし、ちょっとぐらい負けてよ』と言われれば値

引きする事もあります。商売をしていく上でしょうがない事もあるかと思いますし、

利益率が下がっても数量が多いからいけるというような判断もあることと思います。

ただ、この判断をする時にみんなに公平か、一部のお客さんを裏切っている事には

ならないか？このような事を考えて判断をしてきたことは正直ないと思います。そ

の中でこういう指針があれば難しい判断でも、また、自分が会社にいなくても的確

な判断ができるのだと大変感銘を受けました。よく会社の理念とは、何かあった時

にそこに立ち返って考えればおのずと答えが出てくるようなものにしなければなら

ないという話を聞きますが、この四つのテストはまさにその意味ではこの 4 つにす

べてが込められているのではないかと考えさせられました。 
その後、クラブアルミニウム社はテーラーが就任後わずか 5 年で負債を完済し、そ

の後 15 年間で株主に対して 100 万ドル以上もの配当が支払われました。また、同社

の純資産は 200 万ドル以上に達しました。 

以下、四つのテストをかみ砕いて説明したものも載っていましたので読ませて頂きます。 

真実かどうか―真実は不変であり、時代を超越するものです。真実は正義なくして

は存在し得ません。 

みんなに公平か―顔を突き合わせてとは言わないまでも、腕を伸ばせば届くような

所で、激しくやり合うビジネス手法に代わり、公平さを取り入れたビジネスは、お

互いの関係を傷つけるよりも、その関係向上に役立ってきました。 

 好意と友情を深めるか―人は生まれながらにして、他者と協力して生きていく存在

であり、愛情を示すことは生来備わっている本能です。 

みんなのためになるかどうか―この項目は、食うか食われるかを原則とする無慈悲な競

争を排除するものであり、それに代わって建設的で創造的な競争を導入するものです。 

これから、商売をしていく上で、また社会人として生きていく上で大変重要な事が

かかれていると思います。四つのテストについて今回、色々と調べてみると様々な

解釈がありました。英語の意味から考えてみたりひとつひとつの言葉をかみ砕いて



 

 
 
 

書いてあるような文章もありました。今、紹介させて頂いた文章は簡潔にわかりや

すく書いてあると思いました。私自身、できた人間でないのでこれらを理解し実行

できることはなかなか難しい事ですし自信もないです。ただ、何か迷った時には立

ち返れる指針として、この四つのテストを大事にしていこうと思います。これから

は何となく体操をするのではなくしっかりと頭に刻んでいきます。 

以上で卓話を終わらせて頂きます。ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◇◇ お知らせ ◇◇ 

＜市民まつり盆踊り警備＞ 

日時：9 月 15 日 日曜日 集合 午後 5 時  

場所：末広公園 市民まつりメイン舞台付近  
＜秋の全国交通安全運動キャンペーン＞ 

日時：9 月 20 日 金曜日 集合 午前 7：35～  

場所：JR 住道駅前デッキ ※30 分程度 

 
今月のお誕生日花は、秋の先取りをイメージしてます。 
お盆が終ると市場は、一足先に秋色の花々が出揃っ
てきます。 
本日は、秋色でアレンジ致しました。 
目に止まる綺麗な紅葉色の葉はファーガスと言い、
フレッシュ感を保ちながら長期間楽しめる様、プリ
ザーブド加工され、又雪柳の紅葉色に、紫系のトル
コ、リンドウ、マムで色を添えました。 
お誕生日おめでとうございます。 
 
花言葉 
・トルコ（紫）－優美 
・リンドウ（紫）－悲しんでいるあなたを愛する 
・ピンポンマム（紫）－甘い夢 

9 月のお花 

 
2019～2020 年度 第 2回 クラブ戦略委員会 開催 

 
 
 

9 月 3 日(火) 例会後、大東市民会館大会議室に於い

て、2019-20 年度 第 2 回 クラブ戦略委員会が開催

されました。  


