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BE THE INSPIRATION

インスピレーションになろう

第 2514 回例会 №4
2018 年(平成 30 年)8 ⽉ 3 ⽇(⾦) 晴
「君が代」「⼿に⼿つないで」

港友例会
出席報告
会員 71 名中 出席 49 名 出席率 69.01％
前々回修正出席率 100％
○ゲスト
グローバル補助⾦奨学⽣ 林ももこさん
⽶⼭奨学⽣ グエンダウハイゴック君
○ビジター 地区⼤会実⾏委員
鈴⽊ 康司君
地区⼤会実⾏委員
⾼岡 伸⾏君
(蒲郡 RC)

R.I．会長 バリー・ラシン

★ Will it be beneficial to all concerned?
みんなのためになるかどうか。
“benefit”は「儲け」そのものを表します。その
取引により、⾃分だけでなくすべての取引先が
適正な利潤が得られるかが重要なのです。

伝達・米山功労者感謝状

棚橋

顯君

会長挨拶
本⽇はビジターに、今年度地
区⼤会実⾏委員の鈴⽊康司君、
⾼岡伸⾏君がいらっしゃって
います。わざわざお越しになっ
て地区⼤会の PR をなさる訳で
す。どうすればよいか、少なく
とも例会変更をし、なるべく

奨学金授与・近況報告
⽶⼭奨学⽣ グエン ダウ ハイ ゴック君

多くの参加をと願います。少々遠⽅ですが、皆様どう
かよろしくお願いします。
「４つのテスト」 「Four-Way Test」
「事業を繁栄に導くための四通の基準」という解釈
Four-Way Tests ではなく Test と単数形なのは４つを
まとめたものを１つの基準としているからでありま
す。源はハーバート・テーラーという⼈が倒産に瀕し
ていた会社を、この４つのテストを営業活動の基準と
して会社を建て直しました。1954 年に彼が RＩ会⻑
に就任した時、この４つのテストをロータリーに⽰し
ました。

出発挨拶・平和フェロー
グローバル補助⾦奨学⽣ 林ももこさん

★ Will it build good will and better friendship?
好意と友情を深めるか。
取引が信⽤を⾼めると同時によりよい⼈間関係
を築き上げ発展させることができるのか、という
ことです。
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８月
誕生日祝福

(夫⼈誕⽣祝)

３⽇岩佐君夫⼈、5 ⽇市野君夫⼈、７⽇岡⽥君、

菅君、岩佐君、三枝樹君
栢森君、沼野君、加藤(嗣)君

本⽇合計
累
計

８⽇渡辺君、10 ⽇沼野君夫⼈、11 ⽇⼩野⽥君、

52,000 円
696,000 円

12 ⽇福島君、15 ⽇三枝樹君夫⼈、栢森君夫⼈、
18 ⽇⼭⽥(章)君、22 ⽇加藤(嗣)君夫⼈、
23 ⽇沼野君、⾼⼭君夫⼈、25 ⽇⼭⽥(幸)君、
30 ⽇菅君夫⼈、31 ⽇⼩倉君夫⼈
結婚記念日祝福
８⽇中村君、22 ⽇加藤(嗣)君、23 ⽇久留宮君

ニコ BOX
(地区⼤会の PR に参りました。宜しくお願いしま
す)
地区⼤会実⾏委員
鈴⽊ 康司君
地区⼤会実⾏委員
⾼岡 伸⾏君
(異常な暑さです。決して無理をせず、御⾃愛くだ
さい)
⽥島会⻑
(仙台での贈呈式にご参加の皆様、お疲れ様でし
た。地区⼤会実⾏委員鈴⽊康司君、⾼岡伸⾏君、
PR をよろしくお願い致します)
棚橋幹事
(先⽇の家庭集会で、敬⽼精神旺盛な⽥島会⻑は私
の⼿をとって地上へ連れて⾏ってくれました。こ
れぞロータリーと感激しました)
岸上君
(⽥島会⻑賞のニアピンを頂きました)
杉江君
(今⽉ 12 ⽇誕⽣⽇です。お祝いありがとうござい
ます)
福島君
(仙台での贈呈式、おつかれさまでした) 芹澤君
(松阪投⼿のおかげで最下位脱出できました)
加藤(茂)君
(⼤変暑いので、ニコしました)
⼭川君
(ロータリーの友 8 ⽉号 72 ⾴に「アフリカ熱」の
記事が載っています。ご⼀読ください)
髙⽥君
(昨⽇レーザー加⼯機の贈呈式に仙台へ⾏って参
りました。楽しく過ごさせていただきありがとう
ございました)
⼭内君
(仙台の⿊松は⽴派に育っていました)
猪⼦君
(仙台では⽥島会⻑、棚橋幹事はじめ、参加された
皆さんに⼤変お世話に成りました。昨⽇の仙台レ
インボーRC との親睦ゴルフコンペで優勝させて
いただきました。芹澤君、賞⾦はちゃんと愛妻に渡
しましたよ)
岡⽥君
(⽇曜⽇にもてぎで 12 時間耐久レースに参加しま
した。２台参加して、2 台とも完⾛、総合 3 位と
28 位でした。⼤⼈の運動会のようで良い時間を過
ごせました)
栢森君
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棚橋
顯君
1.８⽉１⽇（⽔）に今年度地区補助⾦事業である
レーザー加⼯機贈呈式を⽯巻市雄勝町にて仙台
観測史上最⾼気温の中で⾏って参りました。
2.地区⼤会のご案内を配布いたしました。この後
の実⾏委員会のＰＲをふまえ多数のご参加をお
願いいたします。
3.お⼿元のロータリーの友８⽉号 72 ページ掲載の
「アフリカ熱」というエッセーの中に当クラブ
事務局員の⼭⽥みどりさんのお名前が登場いた
します。是⾮ご覧ください。

幹事報告

地区大会 PR・バナー交換（蒲郡 RC）
地区⼤会実⾏委員
地区⼤会実⾏委員

鈴⽊ 康司君
⾼岡 伸⾏君

第２回理事会議事録
と き ８⽉３⽇(⾦)13：30〜14：30
ところ １７階「楠」
出席者 ⽥島会⻑以下 14 名
審議事項
1. 2017〜2018 年度会計報告の件・・承認
報告事項
1. 地区補助⾦事業報告の件
棚橋幹事よりレーザー加⼯機贈呈式完了
の報告
2. ガバナー補佐訪問の件
当⽇の進⾏を確認

⽉

8

A グループ家庭集会報告
と き 7 ⽉ 27 ⽇(⾦)1８：30〜20：30
ところ 左阿彌 錦店
リーダー ⽥島 サブリーダー(報告)加藤(嗣)
出席者 岸上、福島、才本 平松 市野 寺本
8 名（敬称略）
最初に岸上先輩からみなとクラブでの親睦と歴
史についてのお話を⼤変興味深く拝聴。そして、
今回のテーマを「ロータリークラブの親睦と⼀般
の親睦との違い」と提案していただいた。
寺本直前会⻑から「ロータリーは基本的には 1
業種 1 社の異業種交流の場なので、深いお付き合
いが出来る。
」など出席された⽅々より忌憚のな
い意⾒が出ました。
最後に⽥島会⻑より
ロータリーで出会った⼈間はフェアでないとい
けない。派閥を作らないように気をつけている。
親睦活動と親睦は違う。ポールハリスは「ただ仲
良く飲むだけではない。好き嫌いではなく、みん
なに公平で助け合う」と⾔った。
コンプライアンスとは規則、ルール、社則、
学則、等。ロータリーの親睦はマナー、エチケッ
ト、⽂化、育ち、礼儀であり、コンプライアンスよ
り難しい。

17

休

24

前年度会計報告
卓話 「⾃⼰紹介」

31

例会変更 「家族の集い」
18：00 ザ・コンダーハウス

7

卓話
ロータリーの友編集⻑ 野崎

14

敬⽼例会

21

渡邉ガバナー補佐訪問

28

休

5

村井ガバナー公式訪問
名古屋瑞穂 RC と合同例会

12

休

19

卓話

26

例会変更 「WFF 参加」
10 ⽉ 27 ⽇ 1１：３0
久屋⼤通り公園
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港友例会

9

卓話
第 2760 地区パストガバナー
第 2 ゾーン ロータリー財団
地域コーディネーター補佐
服部 良男君

16

例会変更 「地区⼤会」
11 ⽉ 11 ⽇(⽇) 蒲郡市⺠会館

23

休

30

卓話

9

10

今後の例会予定

日

11

会

藤掛誠⼀郎君

恭⼦さん

会

会
⽶⼭記念奨学委員会

会
ロータリー財団委員会
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