
（敬称略）

◇新入会員 福留君をお迎えして

藍畑、愛須、後藤、橋本、畑地、平野、本田、

片井、木村、小山、前田、丸山博、野村、沖、

佐田、坂本、武田、竹村、谷本、谷中、上原、

山本、安井、吉本

◇新入会員の福留です。宜しくお願いいたします。

福留

◇新入会員かわいがり会、有難うございました。

岩崎

◇熱いですね～。 玉置

◇お花頂きます。 吉田

◇奥様誕生日 安井

■本日のプログラムは2012～2013年度委員会活動計画

の発表の後半です。

担当の委員長の皆さま、宜しくお願い致します。

■8月18日(土)、青少年交換学生のYlva Alvenkrona

さんがスウェーデンから関西国際空港に到着されま

す。ホストファミリーの東さんと、平野君、坂本君

に出迎えに行っていただきます。平野君、坂本君、

ご苦労様ですがよろしくお願いします。

■来週、８月１５日(水)は例会休会です。

■本日は奉仕食となっております。

ご協力よろしくお願いいたします。

■本日、例会終了後に定例理事会を開催致します。

理事・役員の方はお残りください。

■例会日時変更

◎串本ＲＣ 8月14日(火)→ 休会

◎御坊ＲＣ 8月 3日(金)→ 休会

8月17日(金)→ 休会

◎御坊南ＲＣ 8月14日(火)→ 休会

◎御坊東ＲＣ 8月15日(水)→ 休会

9月 5日(水)→ 8月25日(土)18：00～

場所：会員宅 （花火大会観賞親睦会）

◎有田南ＲＣ 8月14日(火)→ 休会

8月28日(火)→ 8月28日(火)19：00～

場所：シーサイド松宮 （親睦例会）

◎有田2000ＲＣ 8月15日(水)→ 休会

■回覧

◎週報「新宮ＲＣ」

◎「やおきジャーナル57号」

◎ガバナー事務所より「北中ガバナー公式訪問の御礼」

◎「ガバナー月信８月号」

◎「『ロータリーの友８月号』地区だより」

◎「英語版ロータリアン８月号」

◎「ＲＩ認証のお知らせ」

（泉州KUMATORI ＲＣがＥクラブに変更）

■掲示

◎全国ＲＣ野球大会 コミッショナー 瀬川様より

暑中お見舞いを頂いています。
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会員数 義務免除 欠席者数 本日出席率

50名 4名 11名 76.09％

7月18日修正出席率 100％

司会者

唱 歌

橋本 隆 会長
出席報告

田辺東ロータリークラブ週報

"手のひらを太陽に ”

野村 憲司 君 7月の平均出席率 97.73％

会長報告
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■連絡

◎Ｒ財団より平成24年1月から6月までの寄付に対して、

確定申告用寄付金領収証が届いています。

各自トレーに入れています。

◎来週8月15日(水)の例会は休会です。

次回は22日(水)です。

福留 栄仁（ふくどめ よしひと）君

有限会社 スクエアエンジニアリング

建設コンサルタント 高知県出身 49歳

奥様とお子様２人

☆入会おめでとうございます。

◎出席委員会

委員 栗山 侑三 君

玉置 和男 君

１．無断欠席をなくし、出席率の向上につとめる。

２．欠席者にはメイクアップの励行を促す。

３．皆出席者には記念品を贈り、例会でその功績を

讃える。

◎職業奉仕委員会

副委員長 谷峯 正美 君

1．ロータリクラブの職業奉仕の理念について、卓話

などを通じて周知に努める。

2． 移動例会等において、職場見学、研修を実施する。

◎社会奉仕委員会

→

代理 木村 壽一 君

副委員長 木村 壽一 君

委員 渡口 眞二 君

社会奉仕部門 識字率向上の運動に協賛する。

地域のニーズに合った奉仕活動をする。

献血活動を推奨する。

環境保全 環境保全に関する卓話を企画する。

人権尊重 社会奉仕の理念に基づき、高齢者、

障害者への支援をする。

◎新世代委員会

副委員長 佐田 一三 君

１．ライラへの積極的参加

学校及び高校生に呼びかけをする。

２．青少年交換留学プログラムへの取り組み。

オリエンテーションへの参加。

ホストファミリー及び生徒へのフォロー

◎Ｒ財団委員会

新 入 会 員
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委員長

委員長

片井 貢 君

委員長

岡本 博 君

委員長

平野 好史 君

委員長

小山 實 君



副委員長 小倉 貞三 君

本年度より制度が大きく改正されるとのことなので、そ

の内容の把握に努め会員の皆様にご紹介し財団活動への

より一層のご協力をお願いしたい。

◎米山奨学委員会

副委員長 内芝 殷典 君

１．米山奨学寄付制度に理解を頂き、米山功労者、準米

山功労者の増加を図り、地区目標の達成に努力する。

２．米山奨学生がＩＭ１組と交流の旅にこられた時はこ

れに協力する。

◎国際奉仕委員会

副委員長 稗田 智則 君

委員 藍畑 春雄 君

国際奉仕は他国の人々を助けることを目的としたクラ

ブのあらゆる活動やプロジェクトに協力し、他国の人々

の文化・慣習・功績・願い・問題に対する認識を培うこ

とによって、国際理解・親善・平和を推進する為に、会

員が行う活動でありますので、ロータリー財団及び米山

奨学会の活動を支援協力致します。

☆委員会の皆様、発表ありがとうございました 。

四つのテスト その由来をひもとく

ダレル･トンプソン（米国カリフォルニア州モローベイRC）

THE ROTARIAN 1999年10月号

ロータリーの友2000年1月号::掲載

ロータリーの友2003年10月号再掲載

今から60年以上も前の大恐慌のさなか、一人のロータ

リアンが4項目からなる簡明な倫理指針を考案しました。

この指針は、窮地にあった彼の会社を救うのに役立った

のです。この指針が表現していた内容や信条はまた、ほ

かの多くの人たちに対しても、倫理的羅針盤を提供する

ことになりました。やがて、国際ロータリーによって採

用され、広く知れ渡ることになったこの四つのテストは、

今日では、ロータリーの基本理念の一つとなっています。

今世紀におけるロータリーの最も素晴らしい声明の一つ

と言ってもよいでしょう。

四つのテストは当初は、七つのテストだったのです。し

かし、これでも長いと考えた彼は、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。

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

1942年、当時の国際ロータリー（ＲＩ）理事のシカゴ

のリチャード･ベナー氏が、ロータリーもこのテストを取

り入れるべきだとの提案をしました。ＲＩ理事会は、194

3年1月にベナー氏の提案を承認し、四つのテストを職業

奉仕プログラムの一つの構成要素としました。もっとも、

このテストは、今日では四大奉仕部門のすべてにおける

不可欠の要素として認識されています。

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。
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委員長

玉置 和男 君

委員長

坂本 正人 君

檜扇の花


