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第 1138回例会 2019年 10月 04日 

会長時間 ： 高雄準善会長 
10 月お誕生日会員の皆様、おめでと

うございます。 

先々週 9/20(金)に第 3 例会が開催さ

れたのち、先週 27 日（金）の第 4 例会

が、30 日（月）リーガロイヤルホテル

広島で開催された 3RC 合同夜間例会に

変更になりましたので、2週間ぶりの「シェラトングランドホテ

ル広島」での例会です。 

さて、広島中央 RC がホストクラブとして開催されました、広

島東南 RCとの「第 8回 3RC 合同夜間例会」では、事務局さんを

含め総勢約 150名の参加人数で、大変盛り上がった合同夜間例会

でした。平井会長エレクトもご承知ですが、同じテーブルの、広

島東南 RC・広島中央 RCの各会長エレクトからは、「是非来年は、

シェラトングランドホテル広島で、3RC合同夜間例会を楽しみに

しています」との事でした。 

本日のプログラムは有田一郎会員、河野 隆会員、正木英生会

員のリレー卓話で、お題は「自己 PRタイム」となっております。

どんなお話しをされるのか楽しみです。 

以上をもちまして、会長時間を終わります。どうも有難うござ

いました。 

 

記念日（会員誕生日） 
水口弘士会員 01日 津田真幸会員 19日  

毛利信太郎会員 30日 平井篤志会員 31日 

 
 

連続出席 100％ 
髙雄準善会員 16年間連続 100％出席 

竹村有右会員  2年間連続 100％出席 

 

幹事会務報告 
（1）ロータリーレート変更のお知らせ  

10月１日より１ドル 108円になりました。（9月 106円） 

(2) 休会のお知らせ 

10月 16日（水）広島陵北 RC 

10月 17日（木）広島北 RC・広島西 RC・広島安佐 RC 

10月 21日（月）広島中央 RC・広島廿日市 RC 

10月 30日（水）広島東 RC・広島陵北 RC 

10月 31日（木）広島北 RC 

(3) 例会変更のお知らせ 

10月 07日（水）広島廿日市 RC 

10月 08日（木）広島安芸 RC 

10月 10日（月）広島西 RC 

10月 23日（水）広島東 RC・広島陵北 RC 

10月 28日（水）広島廿日市 RC 

10月 29日（木）広島安芸 RC 

 (4) ボックス配布物 

会報 07月号（希望者のみ） 

 (5) お知らせ 

例会終了後、定例理事会が 4Ｆ「渚」にて開催されます 

ので、関係者の方はご出席お願いします。 

 

委員会報告 
（1）出席報告：プログラム･出席委員会 木本委員長 

（2）「ロータリーの友」10 月号の紹介：広報・ロータリーの友

誌委員会 加島委員長 

（3）青少年奉仕プロジェクトチーム 花島委員長 

 

ニコニコ箱 
髙雄準善会員 

3ＲＣ合同夜間例会にご出席された会員の皆様ありがとうござ 

いました。 

河中清会員 

有田会員、河野会員、正木会員、本日の卓話よろしくお願いい 

たします。 

10月 2日のバーディ会、皆様お疲れ様でした。私は、グロス 

45・45の 90でネット 61.2のぶっちぎりで、初優勝させてい 

ただきました。松岡さん、優勝を横取りして、すいません。 

 

会長／高雄準善   副会長／田上剛    幹事／河中清    副幹事／児玉哲也    クラブ会報編集委員長／竹岡龍太郎 

例会場／シェラトングランドホテル広島 広島市東区若草 12-1  例会日／金曜日    事務局／リーガロイヤルホテル広島 13F 
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松岡博会員 

9/27親睦活動委員会、SAAの IMおつかれ様でした。 

遅れましてすみません。10/2バーディ会河中さん、優勝おめ 

でとうございます。 

高藤孝一会員 

10月 18日の例会を欠席します。2016年 8月 19日入会以来、 

自クラブ 100％出席が途切れるのは心苦しいですが、自分の代 

わりが効かない仕事が増えてきました。今後とも引き続きよろ 

しくお願いします。 

田中清峰会員 

ニコニコへ寄付させて頂きます。 

計 141,000円 

 

プログラム 会員卓話 

～ 自己 PRタイム ～ 

河野隆会員 

本日の卓話者は、チャーターメン

バー（1995年 3月 31日創立総会メ

ンバー）です。15周年時に会長をし

ましたが、スタート時は 40名に満た

ない会員で運営に苦労した気持ちが

強いです。クラブの 50周年 100周年

を迎えられるためには、絶えず新しい血を入れる必要があります。 

 私の推薦者は、親クラブである広島中央 RC のメンバーでした。

そのため、職業分類は「会計士」となっています。当時は、公開

会社の監査にも携わっていましたので、違和感はありませんでし

たが、その後、所属していた監査法人は諸般の問題が発生して、

消滅いたしました。（2007年 7月、足利銀行の会計不祥事、カネ

ボウの粉飾決算、日興コーディアルグループの会計不祥事の影響

で業務停止廃業） 

 現在は、監査業務は広島総合公認会計士共同事務所、税務業務

は広島総合税理士法人で継続して行っています。1979年に公認

会計士・税理士登録をしていますので 40年を重ねることとなり

ました。 

 本業のほか、1997年 3月に、広島県労働委員会（広島県にあ

る、教育委員会、公安委員会、人事委員会と同様の行政委員会）

の公益委員となり、現在会長を拝命しています。この関係で（本

業とは関係なく）2012年秋の褒章で藍綬褒章を受章しました。 

 労働委員会は労働組合法第 4章に設置が義務化された行政委

員会で、中央労働委員会は、国家行政組織法第 3条第 2項の規定

に基づいて、厚生労働大臣の所轄の下に設置され、都道府県労働

委員会は、都道府県知事の所轄の下に設置されます。 

 労働委員会の権限は、労働組合として組織化された労働組合と

使用者の間で発生した労働争議（集団的労働紛争） 

の解決をはかるため、労組法第 5条第 1項（手続き参加）の労働

組合の資格審査、労組法第 11条（法人登記）のための資格審査、

労組法第 18条の労働協約の地域的一括適用の決定、並びに、不

当労働行為事件の審査等並びに労働争議のあっせん、調停及び仲

裁をする権限を有しています。労働争議、労使紛争の解決を行う

行政委員会です。裁判等と違って、訴えのための費用はほとんど

必要としません。 

 不当労働行為の審査では、「命令書」（裁判での判決のようなも

の）を発布することで、争議の解決をはかりますが、当事者が受

け入れられない場合には裁判を提起することが可能です。また、

中央労働委員会に再審査の申立てをするかの選択が認められて

います。 

 労働争議のあっせんも、集団的労使紛争を前提としていますが、

1989年に労働組合の中核組織が日本労働組合総連合会（連合）

として結成されると、大企業では労使協調が進み、労使紛争の発

生は減少していきました。その結果、事件数の減少した労働委員

会の救済？も含めて（実際には、非正規雇用者の就業比率が急速

に高まり、労働組合の組織率が 20％を切る実態の中で非組織労

働者数が急増したことを受けて）2001年個別労使紛争解決促進

法が制定され、個別紛争の解決が労働委員会でも可能となり、労

働審判（裁判所）、労働局の紛争調整委員会、社会保険労務士協

会の ADRなどの調整機関も制度化されました。現状では、労働

局・労働審判・労働委員会の順で利用されています。 

 広島県の労働委員会では、年間で数件の不当労働行為審査事件

が提起されますが、集団調整とはいえ、その多くの実態は「合同

労組」への駆け込み加入による事件となっています。個別・調整

事件でも年間 20件程度となっています。 

 

正木英生会員 

 広島城南 RC は，間もなく創立 25

周年を迎えようとしています。創立

総会は平成７年 3 月 31 日（金）16

時，メルパルク広島で挙行されまし

た。当時は筒井数三ガバナーで，ス

ポンサークラブは広島中央 RC，柚木宏特別代表の下新クラブ設

立準備委員会の方々のご尽力により，城南 RC が誕生しました。

創立会員は 30 名でしたが，今年の会員手帳には，創立会員は，

有田，河野，真志田，松田，正木の 5会員にになっています。し

かしもう一人戸田会員が居られます。戸田会員は一度退会された

為名簿上は創立会員ではありませんが，創立に当たりキーマンの

一人として，また初代幹事として奔走された功労者です。クラブ

創立に先立ち 5人のキーマンが選ばれました。 

坂辺工業社長 輪木尚明氏 初代 2代会長 

仲和建設広島支店長 服部正司氏 3代会長 

広島そごう専務 加藤信雄氏 転勤で退会 

広島荷役代表取締役 戸田拓夫氏 21代会長 

正木内科胃腸科委員 正木英生 5代会長 

キーマンの仕事は，創立準備委員で，平成 7年 1月 26 日から

活動を始め，キーマン会議は創立総会迄に 5回開かれ，その間に

広島中央 RC 例会に 6 回出席し，会の運営方法について勉強しま
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した。事務の新畑さんの採用をキーマン会議で決定しました。平

成 7年 6月 24日（土）午後 4時からリーガロイヤルホテルで，

国際ロータリー加盟認証状伝達式（チャーターナイト）が行われ，

晴れて広島城南 RC が国際ロータリークラブの一員として認めら

れました。 

 

有田一郎会員 

 

 

 

 

 

 

第 1139回例会 2019年 10月 11日 

会長時間 ： 高雄準善会長 
『ロータリアンの行動規範』の歴史について① 

我がクラブでは、第 2例会時に

『ロータリアンの行動範』を唱和

致します。そこで、今週と来週の

会長時間で『ロータリアンの行動

規範』の歴史についてお話をさせ

て頂きます。 

ロータリークラブは、会員が自らの職業を正しく行い、業界全

体の倫理的水準を向上させ、ひいては地域社会の発展を成し遂げ

ようという、職業を通しての奉仕、「職業奉仕」を行うことが、

他の奉仕団体にはない特徴です。 

さて、現在の『ロータリアンの行動規範』の大元は、大正 4

年(1915 年)のサンフランシスコ国際大会で採択された、11ヶ条

から成る「職業人のロータリー道徳律（職業倫理訓）」でした。 

「職業人のロータリー道徳律」は、アイオワ州シュー・シティ・

ロータリークラブが 2 年の歳月をかけて起草し、1915 年サンフ

ランシスコ国際大会で採択されました。明治 44 年(1911 年) 最

初のロータリーの標語の「最もよく仲間に奉仕する者、最も多く

報いられる」が採択され、その後奉仕の対象を仲間から全ての

人々とする表現に変え、定款改正が行われました。道徳律の目的

は、定款改正が行われても｢ロータリアン同志の互恵(ごけい)主

義(ロータリアン同志で特別の便宜や利益を与え合うこと) が改

善されないことに対して、ロータリアン各自が如何にして職業倫

理を高めるかの指針として作成されました。 

現在のロータリーの公式標語「超我の奉仕」と「最もよく奉仕

する者、最も多く報いられる」の歴史は、この頃にまでさかのぼ

ります。その後、その内容が厳しすぎると言うことと、表現が宗

教的であることに対する批判が続出し、昭和 26年(1951年)に手

続要覧の掲載中止、昭和 55年(1980年)に RI細則から削除され、

｢職業人のロータリー道徳律」は歴史的なものとなって今日に至

っています。 

そして、平成元年(1989年)に、7つからなる「ロータリアンの

職業宣言」が規定審議会で採択されました。その後、「ロータリ

アンの職業宣言」が定年退職や一時的理由から職業を離れている

会員がいることを考慮し、「ロータリーの行動規範」と改名され、

平成 23年(2011年)に 8つからなる最初の「ロータリー行動規範」

が RI理事会で採択されました。 

以上をもちまして、会長時間を終わります。本日、10 月第 4

回「理事会議事録」ボックス配布されていますので、必ず読んで

下さい。 

 

記念日（会員結婚記念日） 
髙雄準善会員 01日  河野隆会員  07日 

松本勝行会員 15日（金婚式） 

戸田拓夫会員 20日  新谷貫之会員 25日 

田中地宏保会員  30日 

 

幹事会務報告 
（1）ボックス配布物  

・ 米山奨学会事業豆辞典 

・ 第４回理事会議事録 

・ 地区大会スケジュール等のご案内（参加者のみ） 

（2）お知らせ 

例会終了後、指名委員会が 4Ｆ「渚」にて開催されますので、

関係者の方は、ご出席をお願いします。 

 

委員会報告 

(1)出席報告：プログラム･出席委員会 木本委員長 

 (2)青少年奉仕プロジェクトチーム 花島委員長 

 

同好会報告 
(1) 自然生の会 水口弘士会員 

 

ニコニコ箱 
高雄準善会員 

本日の会員卓話、米山奨学委員会、毛利委員長宜しくお願い

します。 

田上剛会員 

毛利委員長、本日の卓話をよろしくお願い致します。 

河中清会員 

毛利委員長 本日の卓話よろしくお願いします。 

松本会員、金婚式おめでとうございます。 

戸田拓夫会員 

お久しぶりです。広島経済レポートに出ました。 

毛利信太朗会員 

2週間前に 1Fの屋根から落下し、まだところどころ体が痛い 

ですが本日卓話頑張ります。会員の皆様よろしくお願いします。 

佐々木優子会員 

お久しぶりです。 

 

 

https://kotobank.jp/word/%E5%88%A9%E7%9B%8A-149456
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福山正剛会員 

先日妻に「結婚 10周年かね？」と言ったら「まだ 9周年」と 

のことで大変あせりました。皆様はお間違えのないように！ 

河野綾子会員 

今日もシェラトンのランチが食べる事ができて幸せです。 

田中地宏保会員 

先週は例会、理事会共に出席出来ずでしたが、お陰様で仕事 

トラブル回避することができました！ 

藤井巌会員 

古江さんと目が合ったので出宝しました。季節の変わり目 

なので、皆様健康に注意しましょう。 

 

計 12,000円 

 

愛のコイン箱                  
4,237円 

 

 

 

プログラム 会員卓話 

～ 日本と世界を結ぶ人づくり ～ 

米山奨学委員会 毛利信太郎委員長 

米山記念奨学会は米山梅吉氏の功績を

永遠に偲ぶことができるような、何か有益

な事業をやろうではないかという声が大

きくなって、1952年にできたのが「米山基

金」です。 

その後わずか５年後、日本の全ロータリ

ークラブの共同事業として継承され、1967 年に財団法人ロータ

リー米山記念奨学会が設立されました。奨学会は、日本と世界を

結ぶ「架け橋」となって国際社会で活躍し、ロータリー運動の良

き理解者となる人材を育成することと、「二度と戦争の悲劇を繰

り返さないため、世界の国々との人物交流を深める必要がある」

という思いの中で、「平和を求める日本人と留学生が出合い、信

頼関係を築く事」を目的に始まりました。 

これが、ロータリーの目指す“平和と国際理解の推進”そのも

のです。以来 67年も続いているこの「ロータリー 光輝くと灯」

を城南 RC でも高く掲げ、会員の皆様のご理解を頂き、米山奨学

事業のご協力及び寄付をお願い出来ればと思います。 

 

第 1140回例会 2019年 10月 18日 

会長時間 ： 高雄準善会長 
在広 RCの皆様、ようこそ、お越し

頂きまして有難うございます、心よ

り歓迎致します。どうぞごゆっくり

お過ごし下さい。 

我がクラブでは、第２例会時に『ロ

ータリアンの行動範』を唱和致します。そこで、先週と今週の会

長時間で『ロータリアンの行動規範』の歴史についてお話をさせ

て頂いています。 

さて、現在の『ロータリアンの行動規範』の大元は、大正 4

年(1915 年)のサンフランシスコ国際大会で採択された、11ヶ条

から成る「職業人のロータリー道徳律」でした。出来た理由は、

｢奉仕の対象は全ての人々とする｣定款改正が行われても、当時、

RCの評判を落し、退会者が増えた大きな原因であった，｢ロータ

リアン同志のみで特別の便宜や利益を与え合う事｣が、いっこう

に改善されないことに対し、ロータリアン各自が如何にして職業

倫理を高めるかの指針として作成されました。 

平成元年(1989年)に、7つからなる「ロータリアンの職業宣言」

が規定審議会で採択され、その後、平成 23年(2011年)に 8つか

らなる最初の「ロータリー行動規範」が RI 理事会で採択されま

した。…とここまでが、先週の要約です。 

そして、平成 26年 1月(2014年)に、現在の『ロータリアンの

行動規範』の元となる、5 つからなる「ロータリーの行動規範」

改訂が RI理事会で採択されました。ここで、いよいよ、平成 26

年 10月(2014年)に、現在の 4つからなる『ロータリアンの行動

規範』の改訂が RI理事会で採択されました。 

と言うことで、先週と今週は、『ロータリアンの行動規範』の

歴史についてお話をさせて頂きました。以上をもちまして、会長

時間を終わります。どうも有難うございました。 

 

記念日（配偶者誕生日） 
福山正剛会員（福山真由子様）0 １日 

竹本伸男会員 （竹本千代美様）0１日 

田上剛会員 （田上誠子様） 05日 

高藤孝一会員 （高藤祐子様） 06日 

藤井巌会員 （藤井美智子様） 11日 

 

幹事会務報告 
(1) 回覧物 

・ロータリーカレンダーについて 

本年度も１部は職業奉仕プロジェクトチームにより全会

員に配布します。１部以上欲しい方は部数を回覧板にご記

入下さい。 

 

委員会報告 
(1)プログラム･出席委員会 木本委員長 

(2)青少年奉仕プロジェクトチーム 花島委員長 

 

ニコニコ箱 
高雄準善会員 

10/15(火)、当ホテルで開催された戦略計画委員会はとても 

有意義な IM になり出席の委員の皆様ありがとうございました。 

本日の会員卓話、青少年奉仕プロジェクトチーム花島委員長、 

宜しくお願いします。   

https://kotobank.jp/word/%E5%88%A9%E7%9B%8A-149456
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田上剛会員 

花島委員長、本日の卓話をよろしくお願いいたします。 

河中清会員 

花島委員長 本日の卓話よろしくお願いします。 

蛭子宗夫会員 

出雲カントリーで行われた中国ミッドシニアに出場しました。 

ジャパンを目指して頑張っていましたが、14番 Hで崖から落 

ち NRしました。指の関節が抜けていましたが直りました。 

大畑哲也会員 

2週ほど休みました。お久しぶりです。 

小澤元一会員 

何とかやってます。 

花島司会員 

本日は卓話をさせていただきます。取り留めの無い話になりま 

すが最後までお願い致します。 

福山正剛会員 

先日の台風により各地で被災の報告があります。１日も早い

復興を祈ります。 

木本博之会員 

古江さんから無言のものすごい圧を感じました。出宝します。 

二上真也会員 

古江さんに言われたので、出宝します。これで貸しチャラで

お願いします。 

藤原智昭会員 

新婚以来の海外「タイ」に行ってきました。ハードな？日程

を満喫して少し日焼けしました。 

計 16,000円 

 

プログラム 会員卓話 

～ 奉仕事業について ～ 

青少年奉仕プロジェクトチーム 

花島司委員長 

本日は奉仕についてお話しをさせ

ていただきますが、まだ事業が始まっ

たばかりでございますので、奉仕事業

の近況報告と私がロータリークラブ

に入会する前の青年会議所での思い

出や、どの様な活動をしてきたか、そ

れと自分の思いをお話しさせていただければと思っております。

最後まで辛抱して聞いてもらえたらと思います。 

最初に青少年奉仕活動の近況報告 

【広島修道院について】 

7月 15日の吉田の地にて暑い中での野菜収穫祭事業を開催さ

せていただきました。畑つくりを 9月 21日に予定していたので

すが、台風により中止。9月 26日に奉仕プロジェクトチーム理

事・委員長で行い無事に畑を作り種植えを終えました。今後は 1

月に収穫祭・5月か 6 月に発表会を含めてのフィナーレを予定。 

【海の図画展について】 

例年通り 8月 11日の山の日に表彰式を行い、広島城南ロータ

リークラブ賞の表彰もございました。有田先生のご発想でもある

トロフィーなので子供たちは非常喜んでいる印象をうけました。 

【広島中央特別支援学校について】 

中央支援学校への奉仕支援は、広島安芸場所による大相撲の相

撲取りとの触れ合いを 10月 26日に予定しております。今年はビ

ックウェーブでの開催ですので、非常に箱が小さく思う存分な触

れ合いはできませんが、目の不自由な子供たちにとっては触った

り抱えてもたったりするだけでも初めての貴重な体験になると

思っております。 

今年度、高雄会長年度はまだ始まったばかりでございます。青

少年奉仕事業もまだ始まったばかりです。皆様におかれましては

もう少しご協力と時間の許される限りお付き合いのほどお願い

申し上げます。 

 

実際には青少年奉仕のお話をして下さいとの事でしたが、まだ

始まったばかりでこのくらいしかお話ができることがございま

せん。ということで自分自身のお話と、広島城南ロータリークラ

ブに入会させていただく以前にどの様な活動をしてきたのか簡

単にお話しさせていただければと思います。 

ご存知の方も居ると思いますが私は広島青年会議所に９年間

所属しておりました。その JCで今までどんな奉仕活動をしてき

たかともうしますと、 

2007年に JCに入会 土の香りと子供の笑顔実践委員会 

2008年 平和文化継承委員会 幹事 

2009年 広報推進委員会 

2010年 60周年記念事業運営委員会 

【60周年なので来年 2020年で広島 JCは 70周年を迎えます。】 

2011年ひとづくり委員会 

2012年総務広報委員会 

2013年 広島の魅力創造委員会 

2014年 国家の誇り再興委員会  

そして卒業年の 2015年子供の自立育成委員会 

と JCは私の事をよく分かっているのか、事業系ばかりで 2009

年広報推進委員会 2012年総務広報委員会と 9年間のうち 2年

間だけが総務や広報系ということになります。 

【そしてロータリークラブでは 2016年親睦活動委員会】 

2017年親睦活動委員会 兼 会員増強委員会副委員長 

2018年青少年奉仕プロジェクトチーム委員長兼クラブ会報編

集委員会 

2019年青少年プロジェクトチーム委員長兼会員増強委員会副

委員長 

この様にロータリークラブでも少しずつと色んな経験させて

い頂いております。ロータリーで奉仕委員長を２年間やらせて頂

いて感じたことですが、私の勝手な思いだと思って聞いて下さい。 

奉仕を活動とする委員会は対外活動がほとんどでございます。
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全て相手があっての我々ロータリークラブでございます。いきな

りは中々上手くいかないし、準備も必要となっていきます。次年

度の奉仕委員長で予定者の発表を早めるというのがもし難しい

のであれば、副委員長が次年度委員長予定者という事なら心の準

備もできると思いますし、考える時間も豊富にあると思いました。 

ルーティンの事業ならどうにかなると思いますが、新規事業は

間違いなく 1年では無理でございます。私は前年度も青少年委員

長をさせて頂いたので、今年度なんとか事業を行うことができて

おります。もし考える余地がありましたら、考えて頂ければ奉仕

事業ももっと豊富なものになって行く様な気が致しました。 

奉仕活動を一生懸命やる意義を私は経験して参りました。確か

に世の為、人の為特別なニーズを抱える人の為でもございます。

ですが最後は自分自身の為だという事も経験して参りました。だ

から今もこの様にやっている訳で、なにも余裕があって多くの人

より心優しい訳でもございません。仕事以外の事でも一生懸命や

っていれば人との繋がりが出来る事も知っています。本当の意味

での人脈が広がっていく事も知っています。それが分からない人

は知り合いがいっぱいいても人脈では無い事に気づいていませ

ん。私は知り合いをいっぱい作っても悪くは無いが意味が無くめ

んどくさい。ですが人脈ならいっぱい出来ることによって、いざ

となった時には頼りになるし本当の意味での仲間もできると思

っております。ですからこういった活動をやる素晴らしさがある

というわけでございます。 

前年度の奉仕の理事、毛利さん、今年度は奉仕の理事、佐々木

さんと、いっぱい打合せや電話でのやりとりと現地での作業等、

大変な思いをさせてしまいました。ですがそういったやりとりを

続けていくうちに段々とその人がどういった人なのか、良い部分

も癖のある部分も分かってきます。何となく次に何を言おうとし

ているのかまで分かってくるのです。そういったことによって人

脈が生まれてくるという訳でございます。親睦だといって飲んで

食ってだけではこうはなりません。先輩方は既にこういった経験

をなさっていらっしゃいます。私の経験なんか以上にやってこら

れたとも思っております。ですから、最後に今いった言葉は若い

メンバーに少しでも理解してもらって、私が経験してきた事と同

じように感じてもらい、本当の意味での人脈や仲間をこれから作

って貰えたらと思っております。 

勝手に言いたいことを言わせていただき申し訳ございません。

以上、卓話とさせていただきます。ご清聴ありがとうございまし

た。 

 

第 1141回例会 2019年 10月 25日 

会長時間 ： 高雄準善会長 
本日、来賓卓話をお願いしました田村様、在広ＲＣの皆様、よ

うこそお越し頂きまして有難うございます心より歓迎致します。

どうぞごゆっくりお過ごし下さい。 

当クラブでは、第４例会時に『四つのテスト』を唱和致します。

ロータリーの哲学を端的に表現し、職業奉仕の理念の実行に役立

つものとして「四つのテスト」があります。このテストは、シカ

ゴのロータリアンであり、後に 1954～55年(昭和 29～30)のロー

タリー創始 50 周年に国際ロータリー会長を務めた、ハーバート

J．テーラーが、1932年(昭和 7年)の世界大恐慌の時に考えたも

ので、商取引の公正さを測る尺度として、以後多くのロータリア

ンに活用されてきました。 

彼は、シカゴに本拠をおくジュエル・ティー株式会社の代表役

員でしたが、1932 年(昭和 7 年)にクラブ・アルミニウム製品株

式会社を破産の危機から救ってほしいと要請され、クラブ・アル

ミニウム社に移り、この会社を再生させる決心をしたのです。大

不況の中で低迷している会社を再生させるには、会社の中に同業

者にはない何かを育成しなければなりません。テーラーはその何

かに｢社員の人格と信頼性と奉仕の心｣を選んだのです。そして、

その育成の指針として会社の全従業員が使えるような、倫理上の

尺度として作られたのが四つのテストです。 

当時の「四つのテスト」は 

      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 

この後に言行はこれに照らしてから行うべし …となっ

ていました。 

テーラーの会社の 4 人の部長はそれぞれ宗教的立場が違いま

したが、全員このテストが｢自分の信じる宗教に合致するだけで

なく、会社や個人の生活にも模範となる価値観を与えてくれる｣

と述べたと言う事です。四つのテストは簡単な言葉ですが、クラ

ブ・アルミニウム社の苦境期の決定を下す基盤となりました。会

社の広告もテストに照らし合わせて検討し、最上、極上などの表

現を避け、製品の実際の姿を手短に述べるかたちに変わりました。

ライバル会社への非難、悪口は、広告や販売推進パンフレットか

ら姿を消しました。従業員は四つのテストを暗記するよう求めら

れ、やがてテストは仕事のあらゆる面における指針となりました。

その結果、信頼と好意の雰囲気が取引先や顧客や従業員の中に育

まれ、会社の業績が次第に好転していきました。5 年後の 1937

年(昭和 12年)までに、40万ドルの負債は利子とともに完済され、

その後の 15 年間で会社は株主に対して 100 万ドル以上の配当を

行い、その資産は 200万ドル近くになりました。テストによって

自分の生き方が変わった、と述べる手紙が数えきれないほど、ハ

ーバート テーラーのもとに寄せられたということです。そして、

RI 国際ロータリー理事会は、1945 年(昭和 20 年)1 月に｢四つの

テストにロータリークラブの注意を喚起すべきである｣と、決議

されました。 

ロータリアンが生活や仕事の場面で常に覚えておくべき 4 つ

の問い、それが「四つのテスト」です。政治や宗教に関係なくす

べての人びとの倫理的指針となるこのテストは、100カ国語以上

言語で出版されています。 

明日 26日(土）は、｢広島中央特別支援学校との 相撲ふれあい
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体験｣が開催されます。会長幹事は、福山地区大会の｢会長幹事会

議｣に出席の為、奉仕プロジェクトチームの皆様、ご参加される

会員の皆様、宜しくお願いします。あさって 10月 27日（日）は、

福山で地区大会が開催されますので、ご出席される会員の皆様、

宜しくお願いします。 

以上をもちまして、会長時間を終わります。どうも有難うござ

いました。 

 

入会月 
津田真幸会員 平成７年 10月６日 

髙雄準善会員 平成 15年 10月３日 

 

創業月 
真志田正和会員 昭和 21年 10月１日 ㈱広興工産 

藤原智昭会員 昭和 53年 10月４日 ㈲協栄 

河野隆会員 昭和 55年 10月１日 

広島総合公認会計士共同事務所 

大畑哲也会員 昭和 63年 10月１日 ㈱大畑設備 

 

幹事会務報告 
（1）休会のお知らせ  

11月 07日 （木）広島安佐 RC 

11月 20日 （木）広島陵北 RC 

11月 21日 （木）広島北 RC・広島安佐 RC 

（2）例会変更のお知らせ 

11月 18日（月）広島東南 RC 

11月 25日（月）広島中央 RC・広島廿日市 RC 

11月 26日（火）広島西南 RC・広島安芸 RC 

(3) ボックス配布物 

休会のおしらせ 

会報 9月号（希望者のみ） 

 (4) お知らせ 

・広島中央特別支援学校との相撲ふれあい体験について 

26日（土）東区スポーツセンタにて開催されます。 

集合時間が 10時に変更になっていますので、参加者の方 

はお間違えないようにお願いいたします。 

・地区大会について 

10月 27日（日）10:00～補助金報告会、 

11:30～全体会議登録受付 

12:30～本会議、 

リーデンロースにて開催されます。出席される方は、ご案

内通りにお願いいたします。 

出欠の変更がある方は、幹事または事務局までお願いしま

す。 

・例会終了後、例会場にて臨時理事会、その後 4F「渚」に 

て創立 25周年部会会議を開催致しますので、関係者の方 

はご出席願います。 

（5）回覧物 

先週に引き続いてのロータリーカレンダーについて 

 

委員会報告 
(1)プログラム･出席委員会 田中副委員長 

(2)青少年奉仕プロジェクトチーム 花島委員長 

ニコニコ箱 
高雄準善会員 

来賓卓話をして頂きます「田村」さま、本日は宜しくお願い

します。 

田上剛会員 

田村ひろみ様、本日の卓話をよろしくお願い致します。 

河中清会員 

田村広美様 本日の卓話よろしくお願いします。 

児玉哲也会員 

田村様、本日は卓話よろしくお願いします。 

松本勝行会員 

田村様 本日の演奏宜しくお願いします。 

台風 19号被災者の方々にお見舞い申し上げます。 

青野大輔会員 

田村様本日の卓話宜しくお願いします。 

山内将会員 

本日、中華そば千番の薬研堀店をオープンするはこびになりま

した。がんばりますのでよろしくお願いします。 

計 9,000円 

 

プログラム 来賓卓話 

～ ファゴットについて ～ 

ファゴット演奏家 

田村広美様 

【プロフィール】 

2016年、国立音楽大学音楽学部演奏

学科卒業。大学より推薦を受け第 37

回広島市新人演奏会に出演。これま

でにファゴットを徳久英樹、吉田將、

室内楽を杉浦直基、井上昌彦、坪井

隆明の各氏に師事。 

現在フリーランスのファゴット奏者

として活動中。 

田村広美様に、ファゴットという

楽器についてのお話とその音色をお聴かせ頂きました。 

 

活動報告 

地区大会参加 

10月 27日は、福山市において国際ロータリー第 2710地区 

2019-20年度 地区大会でした。広島城南ロータリークラブから

は登録数 26名の参加となりました。 
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広島城南ＲＣ 出席状況リスト 
       

2019年 9月度 
            

NO 氏名 2 9 23 30 ％ NO 氏名 2 9 23 30 ％ 

1 有田 一郎 〇 〇 〇 〇 100 26 松苗 弥生 〇 〇 △ △ 100 

2 青野 大輔 △ 〇 △ 〇 100 27 二上 真也 〇 〇 〇 〇 100 

3 蛭子 宗夫 〇 〇 〇 〇 100 28 大畑 哲也 〇 〇 △ 〇 100 

4 古江 暢敏 〇 〇 △ 〇 100 29 小澤 元一 〇 △ △ △ 100 

5 福山 正剛 〇 〇 〇 〇 100 30 新谷 貫之 □ □ □ □ 0 

6 福田  翔 △ 〇 〇 〇 100 31 佐々木優子 △ △ 〇 〇 100 

7 藤井  巌 〇 △ 〇 〇 100 32 坂本 竜二 〇 △ 〇 〇 100 

8 藤原 智昭 〇 △ △ 〇 100 33 津田 真幸 〇 〇 □ 〇 75 

9 平井 篤志 〇 〇 〇 〇 100 34 田中 清峰 △ △ 〇 〇 100 

10 花島  司 〇 〇 〇 〇 100 35 髙雄 準善 〇 〇 〇 〇 100 

11 橋沢 宏弥 △ △ △ 〇 125 36 田上  剛 〇 〇 〇 〇 100 

12 河野   隆 〇 〇 〇 〇 100 37 竹本 伸男 〇 〇 〇 〇 100 

13 木本 博之 〇 〇 〇 △ 100 38 竹岡龍太郎 〇 〇 〇 〇 100 

14 河中  清 〇 〇 〇 〇 100 39 戸田 拓夫 □ □ □ □  0 

15 児玉 哲也 〇 〇 〇 〇 100 40 田中地宏保 〇 〇 〇 〇 100 

16 門田 充慶 △ 〇 △ 〇 100 41 高藤 孝一 ◎ 〇 〇 〇 125 

17 河野 綾子 〇 〇 〇 〇 100 42 竹村 有右 △ △ 〇 〇 100 

18 加島 文斎 〇 〇 〇 〇 100 43 吉村 元亨 〇 〇 △ 〇 100 

19 正木 英生 〇 〇 〇 〇 100 44 山内  将 〇 〇 〇 〇 100 

20 真志田正和 △ 〇 〇 △ 100 45 山本 博之 〇 △ 〇 〇 100 

21 松田 文雄 △ △ 〇 〇 100 出 席 34 34 34 39   

22 松岡  博 〇 〇 〇 〇 100 欠 席 11 11 11 6   

23 松本 勝行 〇 〇 〇 〇 100 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 9 9 8 4   

24 毛利信太郎 〇 〇 〇 〇 100 出席率 100 100 100 100 100 

25 水口 弘士 〇 〇 〇 〇 100 来客者 1 0 0 0   

※〇＝出席、△＝メークアップ、◎出席＋メークアップ、×＝欠席、□＝出席免除 
 

 


