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会長の時間  　　 会長 　加藤光祥

1月30日  この日は旧暦で言えば12月14日、

まさに赤穂浪士討ち入りの日。

ご存知、三波春夫の名調子”俵星玄蕃”
槍は錆ても　この名は錆びぬ

男玄蕃の心意気

時は元禄15年12月14日、江戸の夜風を震わせて, 
響は山鹿流儀の陣太鼓、

しかも一打ち二打ち三流れ、思わずハット
立ち上がり、耳を澄ませて太鼓を数え

「おう、正しく赤穂浪士の討ち入りじゃ」助太刀するは
此の時ぞ、

もしやその中に昼間別れたあのそば屋が居りはせぬか、
名前は何と今一度、逢うて別れが告げたいものと、

けいこ襦袢に身を固めて、
段小倉の袴、股立ち高く取り上げし、白綾たたんで

後ろ鉢巻眼のつる如く、
なげしにかかるは先祖伝来、俵檀上鍛えたる九尺の

手槍を右の手に、

　

出　席　報　告

例会日

例会回数 回

Ａ 会員数 名

Ｂ 出席免除者 名

Ｃ 出席義務者数 ＡーＢ 名

Ｄ 出席義務者　欠席数 名

Ｅ 出席義務者出席数　Ｃ－Ｄ 名

Ｆ 出席免除者出席数 名

出席率 ％
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2022～2023年度

会長／加藤光祥　副会長／奥山裕治　幹事／國司真相

http://www.ikedakureha.jp/  E-mail:ikedakureha@gamma.ocn.ne.jp

四つのテスト

2023 年　1月 30 日　第 1640 回例会　No.1640

《IMAGINE》未来を《IMAGINE》未来を

2月6日(月)

担当：長嶋 貞孝会員

卓　話「大阪府から池田をさらに前に進める為に !」

1月30日(月)

例会休会

2月13日(月)

1月16日のニコニコ報告

本日の合計　45,000円　累計　689,000円

①地区より八尾中央RCクラブ解散通知が届いてお

　ります。（会長・幹事宛）

②本日例会後、池田くれはジュニアパラスポーツ

　祭実行委員会が開催されます。委員の方は小会

　議室1にお集まりください。

③本日、3月18日（土）に開催されます国際ロー

　タリー第2660地区IM第1組ロータリーデーの出

　欠回覧をいたします。次年度はホストにあたっ

　ておりますので多数のご参加をよろしくお願い

　いたします。

　今から60年以上も前の大恐慌のさなか、シカゴ

ロータリークラブ会員の、ハーバート J.テーラー

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。　

　1954年に日本の大阪ロータリークラブは、（日

本語訳の）四つのテストをバナーに印刷した最初

のクラブとなりました。また、日本の別のクラブ

では、にわか雨に降られてしまった通勤客たちに

傘を貸し出すプロジェクトを開始しましたが、あ

る会員は、通勤客が借りた傘を返してくれるかど

うか自信がありませんでした。そこで、別の会員

が、傘の内側に四つのテストを印刷することを提

案しました。数か月後、傘は数多くの人たちに利

用され、すべて返却されました。

　四つのテストは、人々の心の中に深く刻み込ま

れ、目に見える形で表現されています。

四つのテスト
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

     言行はこれに照らしてから行うべし

ロータリーの友より

https://www.rotary-no-tomo.jp/documents/4waytest.php

四つのテストについて

担当：山内 邦夫会員
卓話者：府議会議員　原田こうじ様

加藤　光祥　会長 …

高原誠一郎　会員 …

小森　　正　会員 …

庄田　佳保里会員 …

中村　　武　会員 …

坂田　妙子　会員 …

正岡　　哲　会員 …

岡本　　厚　会員 …

吉井　順子　会員 …

中西　博之　会員 …

奥村　雅一　会員 …

石田　貴子　会員 …

堀内　要佐　会員 …

森　　篤史　会員 …

寒の京
　蒸し寿しホッコリ
　　　　　　　　　温かい

武枝ガバナー補佐エレクトようこ
そおいで下さいました。

今日は寒くなる様ですのでお気をつ
け下さい。

先日は新年移動例会、楽しかった
です。ありがとうございました。

本日のジュニパラ実行委員会宜しく
お願いします。

第2660地区IM第1組ガバナー補佐
エレクト武枝敏之様ようこそい
らっしゃいました。

今年もよろしくお願いします。

最高に寒いですね。

御無沙汰しました。池田くれはRC
にとって充実の一年となりますよ
うに・・!

前回欠席しましたので本年もよろし
くお願い致します。

おつかれさまです!!

今年もよろしく!

クリスマス移動例会ならびに新年
移動例会、ありがとうございまし
た。

卓話の機会をいただきありがとう
ございました。改めてよろしくお
願い申し上げます。

1月16日の幹事報告

切戸を開けて一足表に出せば、
天は幽暗地は凱凱たる白雪を蹴立てて行手は

松阪町,吉良の屋敷に来てみれば
今、討ち入りは真最中、総大将の内蔵助見つけて

駆け寄る俵星が、
天下無双のこの槍で、お助太刀をば致そうぞ、
言われたときに大石は深き御恩はこの通り、

厚く御礼を申します。
されども此処は此のままに、槍を納めて御引上げ下

さるならば有り難し、
かかる折も一人の浪士が雪を蹴立てて

サク、サク、サク、サク
『先生』　『おう、そば屋か』
命惜しむな名をこそ惜しめ、
立派な働き祈りますぞよ、
さらばさらばと右左。

赤穂浪士に邪魔する奴は何人たりとも
通さんぞ、橋のたもとで石突き突いて、

槍の玄蕃は仁王立ち・・・・・
後略

 いいですね！しびれますね、忠臣蔵、舞台・映

画、年末は必ずと言っていいほど上映・上演され

ていましたが最近中々見られなくなりました。討

ち入りに参加した浪士はあっぱれ、武士の鑑、艱

難辛苦の末、仇討ち本懐を遂げた47士。一方、討

ち入りに参加しなかった武士たち、無謀な主君の

刃傷の為、お家断絶し家族の為にも生きる選択を

した武士達,特に、家老職を勤めた大野九郎兵衛

は卑怯者とそしられ身を潜めて生きなければなら

なかった。一つの出来事にも色んな結末がありま

す。いざという時、どう判断し行動するか、さあ、

さあ、どうします？
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1月16日の卓話

　ロータリークラブと信託には深い関わりがあり

ます。

　日本のロータリークラブの創始者である米山

梅吉翁は、私が新卒で1994年に入社した三井信

託銀行（現三井住友信託銀行）の初代社長でも

あります。

　今年2023年は日本に「信託業法」が制定されて

100周年にあたります。

　信託の受託者は、他人から「信」じられて財産

を「託」されるため、高い忠実義務（fiduciary 

duty）が求められます。

　信託の考え方は古今東西伝わっていますが、西

洋の十字軍の時代の騎士の領地保全の事例や、我

が国平安時代の綜芸種智院の事例は有名です。

　信託には「時間転換機能」「資産転換機能」

「能力転換機能」があり、皆さんの生活の様々な

場面で活用されています。

　皆さんも「教育資金贈与信託」「年金信託」

「投資信託」「家族信託」等は実際に利用された

り、耳にされたりしたことがあるのではないで

しょうか。

　人生100年時代が現実のものとなり、元気な高

齢者の方々が増えている半面、認知症の出現率は

加齢とともに加速度的に高まるという事実があり

ます。

　また人生100年時代においては、いわゆる「お

ひとりさま」世帯が増加します。

　信託の機能を活用することで、人生100年時代

を生きる皆さんの幸福度を高めるお手伝いができ

るのではないかと考えています。

「信託と人生100年時代」

森　篤史　会員

米山奨学生　　 蔡　真彦　様

日　時：2023年1月16日（月）19：40～20：40　

場　所：池田市民文化会館　小会議室①

出席者：加藤、高原、今井、奥山、乾

　　　　奥村、庄田、小森、飯原、沢田

　　　　坂田、中村、青井

欠席者：國司、堀内

（全て敬称略）

１．実行委員長挨拶

２．審議事項

①チラシの件

1）修正箇所２点

 ＊真ん中の文字列を１字ずつ右へずらす。

 ＊下段の事務局の開局時間「：」→「時」へ訂正

2）作成枚数は3100枚で出来上がりは１月末の予定。

　　　以上、承認。

3.協議事項

①イベント内容（タイムテーブル含む）

坂田委員長から内容の説明があった。

・開会式の内容が分からない　

・ウォーミングアップとストレッチの違いが分か

  らない

・アイスブレイクにてどんなコミュニケーション

  をとるのか？

・連想あてゲームとは具体的な内容を教えてほしい

等の意見が出る。これらの意見に合わせて再度タ

イムテーブルを作成し直し委員会メンバーに提示

する。

②チラシの配布方法

・「猪名川ごみひろい」にて参加者を募ったこと 

　を参考にチラシを２月２０日をメドに市役所に

　持って行き市役所から各小学校への配布を依頼

　する。その際に各学校長に宛てた依頼分を同封

　する。

　尚、チラシを配布するのに際し仕分け作業が必要。

　各小学校の４年～６年までの各学年と各クラス

　に分けるため結構な労力を伴う

　この作業は事務局にて日程調整をして行う。

・参加申し込みはチラシに載せているQRコードで

　行う。QRコード→クラブのホームページ→必要

　な項目を入力。この際の必要項目を作成して青

　井会員と打ち合わせをする。

・ホームページにて参加申込者への承諾事項（肖

　像権・個人情報取り扱い等）を記載の確認も必要。

（ジュニパラ議事録　続き）

　

 ③役割分担

・資料に基づいて説明がなされる。

　特記事項としてはグループ担当（班長）の役割

　についてリレー時のタイマー／

　ラリー時のカウンター／コミュニケーション時

　のＭＣ等がある旨を説明する。

　自転車の誘導係が必要。

④各パートにての必要品等

●受付：消毒液・救急箱・経口補水液

●メンバー用の弁当（松前に依頼予定）・お茶

●リレーやラリーの優勝チームと準優勝チームへ

　の賞品

●各チーム（５チーム）への特別賞の賞品（例：

　「一番声が出てたで賞」・「チームワーク賞」等）

　リストアップして書面にて再確認を要する。

以上。

次回開催予定日時：2023年2月27日（月）

例会終了後19時40分～20時40分

場　所：池田市文化会館　小会議室

　　　　　　　　　　　議事録作成者：中村 武

第2回池田くれはｼﾞｭﾆｱﾊﾟﾗｽﾎﾟｰﾂ祭実行委員会議事録

バレンズウェラ イーストロータリークラブ

武枝 敏之 様（豊中RC）

国際ロータリー第2660地区

　2023年1月18日（水）、お好み焼きで有名な千

房株式会社　中井政嗣代表取締役会長（大阪難波

RC）によりますオンラインセミナー「～実践力～

こんなことなら誰でもできる」が開催され、視聴

させていただきました。

　千房といえば、私が若い頃に聞いていたラジオ

番組「ぬかるみの世界」のスポンサーであったこ

とを懐かしく思い出しました。また中井氏は、亡

き義父と生前親しくしていただいていたというこ

となので、とてもご縁を感じました。

　「CHIBO（千房）」は「I（愛）」が中心にあり

ます。「愛」の反対は、「無関心」です。お客様

に関心を持ち、どうやったらお客様に喜んでもら

えるか、考えて行動しないと会社は伸びません。

会社だけでなく、ロータリーの人間関係において

も、心を込めてありがとうという気持ちで人に接

することが大切です。「ありがとう」の反対は

「当たり前」です。してもらって当たり前という

気持ちでいてはいけません。一人一人がありがと

うという気持ちで人と接するのと、当たり前とい

う気持ちとでは大きく違ってきます。

　また、氏が、公用で、ある首長の部屋に訪問に

行った時に、

「お役所仕事七つの罪

　逃げる、隠す、遅い、冷たい、固い、いばる、

　無駄遣い」

　と貼り紙がしてありました。

それは逆に言えば、役人に大切なことは

　逃げない、公開する、スピーディ、アットホー

ム、柔軟、謙虚、節約

　だということです。とてもわかりやすいです。

　また、千房は、職親プロジェクトとして少年院

や刑務所を出た人の社会復帰支援をされています。

　当初は採用してから2日でいなくなる人がいた

り、レジから売上金が盗まれたりと、トラブルが

絶えなかったでそうですが、謝罪に来てくれた人

や、中には幹部まで成長された人もおられるそう

です。

　過去は変えることは出来ないが、未来は変えら

れます。受刑者が罪を償うということは社会に貢

献できるように更生することでもあると思います。

だからこそ働く場を提供したいのだそうです。

報告記事　青井秀浩

1月16日のビジター

2022-23　職業奉仕セミナー報告

ガバナー補佐エレクト


