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3月4日(月)

～　月間によせて　～

　ロータリーの歴史に学ぶ⑫

　皆さんこんばんは。

　

　「四つのテスト（The Four‐Way Test）」は、

シカゴRCのハーバート・テイラーが1932年に倒産

の危機に瀕していたクラブ・アルミニウム社の経

営を任され、会社再建のために考案した社員の行

動基準でした。テーラーは、この24語からなる行

動基準を従業員、顧客、取引先すべてに厳格に適

用し、その結果会社の信用が増し業績も回復しま

した。

　国際ロータリー理事会は、この「四つのテスト」

を1943年に正式に採択し、以後ロータリーではロ

ータリアンの行動規範、職業奉仕実践の基準とし

て「四つのテスト」を奨励しています。

　「四つのテスト」の公式日本語訳は東京RCの本

田親男氏の訳文が採用されました。

「四つのテスト」

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

参考のために職業奉仕の基準として改訳した一例

文を紹介します。

「四つのテスト」

事業の立案・企画・実行はこれに照らしてから

１）嘘・偽りはないか

２）関係者すべてに公明正大か

３）信用を高め、より良い関係を築けるか

４）関係者すべてに有益か

出　席　報　告

1533 回 1530 回

Ａ 会員数 32 名 32 名

Ｂ 出席免除者数 5 名 5 名

Ｃ 出席義務者数 Ａ-Ｂ 27 名 27 名

Ｄ 出席義務者欠席数 　3　名 　1 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 24 名 25 名

Ｆ 出席免除者出席数 3 名 3 名

Ｇ メークアップ数 1 名

出 席 率 　 ％ 　９０.００％    １００.００％

補 正ホーム

例会日

例会回数

  2019年2月18日   2019年1月7日

合 計　23,000円　 累 計　833,340円

谷口　　浩　会員 …

吉井　順子　会員 …

中西　博之　会員 …

奥村　雅一　会員 …

青井　秀浩　会員 …

高橋　　仁　会員 …

坂田　妙子　会員 …

中村　　武　会員 …

庄田佳保里　会員 …

欠席のお詫び申し上げます。

明日から久しぶりに東京から孫
娘が来阪。たのしみです。

2月20日誕生日　35歳です。

おつかれさまです!!

卓話です。パソコンでお困りのこ
とがあればイケダパソコンクリ
ニックまでご相談ください。

結婚記念日を前にして娘との会話
「次の結婚記念日は銀婚式やね
ん」「それって私に何かしてほし
いって事？」

地区米山奨学委員会より米山梅吉
記念館へ奨学生と共に訪問して来
ました。米山にふれあう事で出来
とても楽しい日帰り旅行でした。

インフルエンザから復活しまし
た。

バレンタイン、今年は男性からも
多数いただきました。

前々々例会　1月7日分のメークアップ　　　

新田耕平会員 1月 5日例会外親睦会出席（出席免除者）

新谷秀一会員 1月 5日例会外親睦会出席（出席免除者）

中西博之会員 1月17日ワールド大阪ロータリーＥクラブ出席

 補正出席率100％を達成しました！！　

ニ  コ  ニ  コ  報  告

　　

「卓　話」

 担当：子安 丈士 会員
回

米山功労者

「社会保障制度と人口動態について考える」

週

　

米山奨学生　　 鄭　  詩頴　様

 担当：加藤 光祥 会員

　山内邦夫会員が、米山奨学会への特別寄付金

で、累計額100万円を達成され、当クラブで二人

目の第10回米山功労者メジャードナーとなられま

した。

々

週
 担当：岸添 広一 会員

メジャードナー

「水と衛生月間」

ビ　ジ　タ　ー

第1回米山功労者　石田貴子会員

第10回米山功労者ﾒｼﾞｬｰﾄﾞﾅｰ　山内 邦夫会員

　4月15日（月）の例会は、クラブ創立35周年記

念式典を下記のとおり開催致します。

　ぜひともご出席いただけますようどうぞよろし

くお願い申し上げます。なお、会員皆様の集合時

間等につきましては、改めてお知らせさせていた

だきます。ご協力の程どうぞよろしくお願い申し

上げます。

記

 日時：4月15日（月）

  受付開始　17：30～

  記念式典開会　18：00～

  祝    宴　19：10～

 場所：不死王閣グリーンホール

以上

幹事　高原誠一郎

創立35周年記念式典

ビ　ジ　タ　ー

米山奨学生　　 鄭　  詩頴　様

世界をつなぐ

　ジケーター・ロータリークラブ（米国アラバマ州）

会員のマローニー会長エレクトは1月14日（月）、

米国カリフォルニア州サンディエゴで開催中の次期ガ

バナーエレクトへの研修行事である国際協議会で、

2019‐20年度の会長テーマ、「ロータリーは世界を

つなぐ」を発表しました。

「最初の強調事項はロータリーを成長させることで

す。私たちの奉仕活動やプロジェクトのインパクト

を成長させること、また、最も重要なのは、これか

らより多くのことを達成するために、会員を増やす

ことです」とマローニー会長エレクトは述べました。

MyROTARYより
https://www.rotary.org/ja/rotary-international-
president-maloney-theme-2019
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　パソコンが一家に一台ある、いわゆる家電製品

として普及したのは、インターネットが急速に台

頭してきた1990年代ごろからです。（それまでの

パソコンはまだまだ高額だったので80年代はワー

プロ全盛期でした。）

　パソコン活用の1番の大きな魅力は、インター

ネットです。ネット上の情報は宝の山です。僕は

「先生」と呼んでいます。インターネットでいろ

いろな調べものができることは勿論、買い物、動

画・音楽鑑賞、ネットバンキング、株価取引、お

店の予約、ゲームなど枚挙にいとまがありません。

　そのほか、もちろん従来のワープロのような、

基本的な書類作成（事務局での文書作成や週報作

成など）、表計算、データ管理などが出来ます。

パソコンのハードディスクがあれば、紙で保管し

なくてもデータで保管できるので場所をとらなく

てもいいので便利です。また、年賀状作成時にも

大活躍します。

　あと、これもインターネットの一種なんです

が、メール通信はいまや仕事にとっては欠かせな

い通信手段となっています。現在、ガバナー事務

所からの連絡は、9割以上がメールで行われてい

ます。

　ちょっと凝った趣味なら、動画作製、音楽作製

（作詞作曲）なども出来、最近の子供たちのなり

たい職業ランキングに、「ユーチューバー」なる

ものが入るようになりました。30年前は何のこっ

ちゃ？って感じですね。

　僕の仕事は、パソコンやその周辺機器が動かな

くなったり、不具合が起こった時に、相談を受け

てその状況に合わせたメンテナンスを行っていま

す。いわば、パソコンのお医者さんみたいな感じ

です。

　

　　　

　　　

卓　　話幹　事　報　告

「パソコンワンポイントアドバイス」
　青井 秀浩　会員第3回被選理事会議事録

日　時：平成31年2月18日（月）午後5時～6時

場　所：池田市民文化会館　３階イベントスペース

出席者：岡本　厚　　池田吉清　　乾　禎則　

　　　　高原誠一郎　中村　武　　奥山裕治　

　　　　國司真相　　今井卓哉　　中西博之　

　　　　吉井順子（敬称略）

欠席者：田中隆弥　沢田武司（敬称略）

　最初に岡本会長エレクトが、グローバル補助金

について実施は来年度としても是非利用して奉仕

活動が出来ればと希望する。計画をしっかり立て

それに向けて皆さんのご協力をよろしくと述べら

れた。続いて議事に入った。

第1号議案　2019-2010年度　年間行事予定表

　添付資料をさらに精査する。（8月の日程の訂

　正あり）親睦例会も表に記載する。

（尚、2019-2010年度のための地区研修・協議会

　については地区より手紙はまだ送られてきてい

　ないため昨年度の記載文を参照するのみ。）

第2号議案　各委員会・小委員会の事業計画及び

　　　　　 予算案について

　各委員会から提出された計画及びそれに伴う予

　算は100％確定ではないものの現時点では承認

　された。

第3号議案　例会会場の開催場所について

　予算の調整さえうまくいけば（飲み物提供時間

　も考慮する）大勢のゲストに対応でき得る3階

　現会場が良いとの意見に纏まった。

第4号議案　池田RCとの合同例会について

　資料に従い会長エレクトより説明があった。日

　程は2019年9月9日18時半から、会場担当は当ク

➀地区より、会員増強活動についてのお願いが　

　届いております（会長宛）。

②箕面ロータリークラブより、創立50周年記念式

　典及び祝賀会の案内が届いております（会長、

　幹事宛）。

③豊中南ロータリークラブより、創立50周年記念

　式典及び祝宴の案内が届いております（会長、

　幹事宛）。

④地区より、ガバナーノミニー・デグジネート候

　補者の指名について案内が届いております（会

　長宛）。

幹　事　報　告

　　　

　最近とてもよくあるご相談は、

「ハードディスクが壊れたけど、データのバック

アップをとっていない！！」

といったケースです。パソコンを買い替えたらい

いという問題だけではないので、お客さまにとっ

ては切実です。

　そういった時には、データの取り出し作業も行

いますが、あまりにも損傷が激しい時は出来ない

場合もあります。

　いざという時のためにおすすめするのは、

・外付けハードディスク

・ネットワーク接続ハードディスク

・ファイルサーバー

です。（詳細がおわかりになりたい場合はご相談

ください。）

　以下、パソコンについてのワンポイントアドバ

イスです。

●画面が固まったり動きがおかしくなった場合は  

　まず再起動してみてください。

●マウスが正しく動かない場合は汚れが原因の場

　合があります。確認して拭き取って下さい。

●パソコンは、動作中に発する熱を外に放出する

　設計になっています。周りに物を置いて通風口

　がふさがないように気を付けてください。ま　

　た、たばこのヤニが部品に付着することで、そ

　の上へほこりがたまり、パソコンを冷却するの

　に必要な通気口を塞いでしまう場合もあるの　

　で、パソコン操作しながらのおたばこはお止め

　下さい。

　例会の最後に2件、質問をいただきました。

Ｑ：NAS（ネットワーク上に接続することが出来

　るハードディスク）を外部から接続することは

　可能でしょうか？

Ａ：接続することは可能ですが、それにともな　

　い、情報漏洩の恐れもあります。

Ｑ：顧客データの入ったハードディスクについて

　完全に消去したい場合はどうしたらよいでしょ

　うか？

Ａ：実際にドリルで穴を空けるなり、物理的に破

　壊することです。

　パソコンでお困りのことがございましたらいつ

でもお気軽にイケダパソコンクリニックへご相談

ください。定期サポート契約も行っております。

ありがとうございました。

　ラブ、食事（弁当）、会場費は折半、卓話予定

　者は倉田薫池田市長。

　続いて報告事項に移った。

2019-2020年度ガバナー公式訪問　　　　  7月29日

2019-2020年度ガバナー補佐エレクト訪問　4月22日

2019-2020年度ガバナー補佐訪問  7月8日、2月17日

次回第4回被選理事会開催

  3月25日(月)17：00～18：00　ブリッジにて　

　以上

ロータリー財団補助金管理セミナー

　2月16日（土）午後1時より大阪ＹＭＣＡ会館２

Ｆホールにて「2018-2019年度地区ロータリー財

団補助金管理セミナー」が開催された。14項目に

及ぶ分厚い資料に基づき内容の濃い研修が閉会の

17時迄続いた。当クラブからは田中会長をはじめ

岡本会長エレクトと会員３名が参加した。当日の

参加者はＩＭ1組から44名、2組46名、3組38名、4

組44名、5組43名、6組34名の計249名の盛況ぶり

であった。

　山本ガバナーの開会挨拶に続き、社会奉仕及び

国際奉仕活動について各委員長が今後の抱負及び

計画を述べられた後、各々の活動事例が紹介され

た。プロジェクトを実際に実施されるまでの各ク

ラブのご苦労が偲ばれた。しかし同時に実施後の

会員同志の結束や達成感の大きさを発表から感じ

取ることができた。

　休憩の後、福家ロータリー財団委員長のご挨拶

の後、

⑴補助金管理について

⑵補助金プログラムについて

⑶財団寄付についてーと補助金について

広汎且つ内容の深い研修が続き、最後に片山直前

ガバナーの講評・閉会の挨拶をもって終了した。

　最も心得るべきこととは、①奉仕が目的であり

地区およびグローバル補助金は手段である②利用

上の資格と報告の義務が伴うこと（ＭＯＵの重要

性）である。

　以上研修を通して、持続可能性の意味と、ニー

ズ調査の必要性（常に目を世界に向けていなくて

は必要性のありかには気付くことができないと）

の文言が強く印象に残り、改めて全ての活動の基

礎となる寄付の重要性を再認識した。同時に“魅

力と個性のあるクラブに成長する”とはどういう

ことかを考えさせられた。

（当日出席者：田中隆弥、岡本　厚、池田吉清、

　　　　國司真相、吉井順子・・・以上敬称略）


