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　　 10月は職業奉仕月間

　ロータリーでは毎年10月は職業奉仕月間になっております｡「ロータリーの友」10月号の職業奉仕の記事
を読んでおりますと、職業奉仕の真髄を探るという中に、四つのテストを実践しながら信用を得る、とい
うことが書かれております。会員の皆様には是非一読をお願いいたします。
　さて、ロータリークラブの職業奉仕の説明につきまして、10年前に職業奉仕理事を経験した時のクラブ
会報に載せたものを再録するのもどうかとは思いましたが、今回の原稿を考えていると、結局同じような
結論になってしまいました。そこで、誠に恐縮ですが、当時の私見としてまとめたものを再度原稿として
出させていただきます。

　⒈　職業奉仕を主な目的としているロータリークラブでは、会員個人の事業の発展と安定的な維持、利
益の向上がロータリー運動の持続発展の大前提。

　⒉　事業の繁栄には、顧客や取引先の立場を配慮することが必要。
　⒊　�自分の幸せは自分の周囲にいる人々の幸せと無関係ではない｡自分の周囲にいる全ての人々に幸せを

もたらすことを常に念頭において事業に励むこと。
　これらのことを考えていくと、「四つのテスト」に行き着きました。当クラブでは毎月１回、四つのテス
トを例会で歌うことになっており、会員の皆様は四つとも自然に覚えてしまうようになっておりますが、「四
つのテスト」は1930年代後半から一人のロータリアンが実践していたものを、ＲIが1954年に正式採用した
ものです。当時から「四つのテスト」は理想主義をはるかに超え極めて実用的なものであったようです。ロー
タリーでは「四つのテスト」を職業奉仕の指針とし、現在にいたっております。
　この様に「四つのテスト」は単なるロータリーソングのうちの一つではないので、ロータリアンとして、
その根底に流れる精神を少しでも理解できたら、と思うのであります｡そして、例会以外の時間にもこれら
を念頭において行動できるように、また、ロータリアン同志のみならず、仕事に関係する人たち、周囲に
いる人たちにも「四つのテスト」を実践できるように努力して行きたいと考えております｡
　なお、戦前の門司ロータリー倶楽部での四つのテストの訳は今より具体的で分かりやすいので掲げてお
きます。
『皆様には次のことを實行なさる様におすすめします。
　⑴嘘を云わず眞實であるように
　⑵誰にも公正で不公正のないように
　⑶人に對し好意と友情を増すようにつとめ決して敵意と憎悪を招かないように
　⑷全体の為になるように働き誰人の不利にもならないように』

職業・社会奉仕担当理事　清　田　明　弘
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11月₂日㈫…「環境問題について
今思うこと」

眞鍋　次男会員
11月₉日㈫…「私の故郷－秦皇島」
当クラブ米山奨学生　朱　　 娜氏

11月16日㈫…「クレモナでの製作、生活」
ゲスト…ヴァイオリン製作家　菊田　　浩氏
（後藤ガバナー補佐訪問クラブ協議会）
11月23日㈫…祝日のため、休会
11月30日㈫…「小惑星探査機

「はやぶさ」の奇跡」
浅井　人生会員
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例会記録

　第3038回例会　2010年10月５日（火）

出席会員　70（60）名中43名　出席率65.15％
前回訂正出席率86.96％

欠席会員　27名　遠藤、濱本、伊賀上、石橋、
市川、亀井、河田、北村（忍）、河内、児玉、
眞鍋、御木、三好、森本（惇）、名本、小川、
坂本、下別府、白石、関（啓）、高岡、高須
賀、高橋（麻生、藤山、宮田、中住）

ゲスト　　₁名　朱　　 娜
　　　　　　　　（当クラブ米山奨学生）
ビジター　₂名　亀岡　明彦（宇和島RC）
　　　　　　　　佐々木善教（松山北RC）
ニコニコ箱
亀岡　明彦� 宇和島ロータリークラブから参り

ました亀岡と申します。愛媛で一
番会員数の多いクラブで勉強させ
ていただきたいと思います。宜し
くお願いいたします。

林　純之介� ・宇和島RC亀岡会長
� ・松山北RC佐々木会員ようこそ

　いらっしゃいました。
� 佐々木さん卓話楽しみにしていま

す。
佐々木　淳� 初めての卓話で緊張しています。

ロータリアンの皆様、つまらなく
ても温かい気持ちでお許しくださ
い。

工藤　文裕� 佐々木さん、無理を言ってスミマ
センでした。本日の卓話、よろし
くお願いします。

浜田　修一� ・高須賀さん、先日はお世話にな
　りました。

� ・佐々木さん、今日は気楽にいき
　ましょう。

五味　久枝� 佐々木さん、早速の卓話ですネ。
楽しみにしています。

吉田　直也� 佐々木様卓話楽しみにしていま
す。

米山　徹太� 佐々木さん卓話楽しみにしていま
す。

北村　一明� 淳チャン卓話楽しみにしていま

す。
二神　良昌� 明日からお祭りです。氏神様にお

参りしましょう。
佐藤　昭美� ハワイ島の「すばる天文台」に勤

務する長女が今月より来年₃月ま
での半年間、愛媛新聞の「四季録」
の金曜日の欄を毎週担当すること
になり嬉しく思っております。

江田　和彦� 10月に入ってネクタイをしめまし
たが苦しいです。

浦岡　正義� 久しぶりに遅刻せずに来れまし
た。

渡辺　基樹� バッジを忘れました。
飯尾　寛治�（会員誕生祝）
米山　徹太�（会員誕生祝）石橋さん・浜田さん、

先日の地区セミナーお手伝い頂き
ありがとうございました。

原田　満範�（ご夫人誕生祝）高須賀さん先日
は大変楽しいひと時ありがとうご
ざいました。

木村　敏久�（ご夫人誕生祝）
平原　立志�（結婚記念祝）
柏原　康弘�（結婚記念祝）結婚記念日、妻に

感謝！
三原　英人�（結婚記念祝）（創業記念祝）今月

は父も母も誕生日です。感謝をこ
めて。

玉置　　泰�（結婚記念祝）
（なんとなくニコニコ）清田、森本（三）
早　退　　秋山、川瀬、渡部（浩）

卓　話　「映画観客動員を増やす試み」
佐々木　淳　会員

　以前から映画興行は不況に強いという都市伝
説がありましたが、ロータリアンの皆様に現在
の映画業界を取り巻く環境と観客動員を増やす
試みについて述べさせていただきます。
　2009年度の観客動員数は169,297千人、興行
収入（入場料収入）は206,035百万円でした。
昭和30年台（1955 ～）映画業界は黄金時代を

宇和島RC
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　第3039回例会　2010年10月12日（火）

出席会員　70（60）名中48名　出席率72.73％
前回訂正出席率85.71％

欠席会員　22名　秋山、浅井、遠藤、伊賀上、
石橋、市川、亀井、勝見、河内、児玉、眞鍋、
御木、森本（惇）、小川、田嶋、浦岡、渡辺
（基）、山本（博）（麻生、深見、宮田、関（宏））

ビジター　₁名　田村　雅夫（鴨島RC）
ニコニコ箱
山本　克司� 本日卓話をさせて頂きます。
五味　久枝� 山本さん、短期交換の引率大変お

疲れさまでした。卓話を楽しみに
しています。

浜田　修一� ・高須賀さん、米山さん、昨日は
　楽しくプレイできました。あり
　がとうございました。

� ・山本克司さん、卓話を楽しみに
　しています。

米山　徹太� 昨日のゴルフお疲れ様でした。又、
中住さんの奥様にコテンパンにや

られました。
玉置　　泰� 例会終了後の地区大会の委員会を

途中退席します。
林　純之介� あすから始まるというチリの落盤

事故33人の救出が無事に完了する
ことを祈ります。

白石　省三�（会員誕生祝）
高須賀�征二郎� （結婚記念祝）
河田　正道�（創業記念祝）10月₁日が創立記

念日です。今後ともどうぞよろし
くお願いいたします。

坂本　康真�（創業記念祝）松山三越が松山の
地で商売させていただいて64回目
の秋を迎えることになります。

（なんとなくニコニコ）清田、大森、吉田
早　退　　佐々木（先週の卓話では、お耳汚し

をいたしました。次回はもう少し上
達しておきます。）、土居、江田、関
（啓）、津田

迎えていました。観客動員も1,112,000千人、興
行収入も推定約330,000百万円と人々の娯楽の
王様として愛されてきました。しかし、テレビ
の普及により1965年の7,457館をピークに1993
年の1,734スクリーンまで右肩下がりで衰退し
ていきました。しかし、今現在3,396スクリー
ンまで回復してきました。1978年の松山国際劇
場（複合型映画館）の誕生を皮切りに、1984年
有楽町マリオン、消防法・興行場法・建築基準
法の規制緩和により、1993年ワーナーマイカル
海老名（シネコン）といった初の外資系のシネ
コンが産声をあげました。特徴は、ほとんどが
郊外の大型商業施設に併設しているため駐車場
が無料、₅スクリーン以上を有し定員入れ替え
制を導入（清掃の徹底）、売店の充実、カップ
ホルダー付スタジアム式シートを導入し、郊外

のニューファミリーを中心に受け入れられ動員
も回復してきました。また映写設備も進化し、
フィルムの不燃化、デジタルサラウンド音響や
₃D映画設備も導入するスクリーンが増えてい
ます。
　映画団体としても、全興連の映画サービス
デー・映画館へ行こう実行委員会の夫婦50割引
等、新たな試みが少しずつ実を結びつつありま
す。
　最後に映画館に携る私としましては、「映画
館経営は、お客様に快適に作品を楽しんでいた
だける環境作りをするサービス業である」を
モットーに業界の発展に寄与していきたいと
思っています。ロータリアンの皆様のご指導、
ご支援よろしくお願い致します。

—  � —
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卓　話　「平成22年度　国際青少年
短期交換プログラムに参加して」

山本　克司　会員
　私は、平成22年₇月30日から₈月19日まで国
際青少年短期交換プログラムにリーダーとして
参加しました。このプログラムは多くのロータ
リアンのご厚意に支えられ、30余年の歴史があ
ります。28名の高校生を中心とするメンバーを
男女₂名のリーダーが引率しました。
　アメリカの7470地区のロータリーの皆さんは
ロータリー精神と人間愛に溢れた素晴らしい
方々ばかりでした。どこのクラブを訪問しても
どの行事に参加しても、心温まる最高のホスピ
タリティを提供して下さいました。参加した生
徒は誰もがアメリカが大好きになり、またアメ
リカに戻りたいと言っていました。お別れ会の
席上、お互いに涙する姿を目にしてこのプログ
ラムの素晴らしさを感じずにはいられませんで
した。交流プログラムが提供した体験は生徒た
ちの将来の可能性を無限に広げたと思っていま
す。日米の短期交換プログラム委員の皆様、な
らびに関係した方々に心からお礼申し上げま
す。
　交換プログラムを通して私は、リーダーの役

割の大切さを感じました。先ず、リーダーには、
エンターテイナーの資質が求められます。歓迎
会、お別れ会での歌唱力、招待されたロータリー
クラブでのユーモアのあるスピーチ、ホスト
ファミリーやロータリーメンバーたちとの楽し
い会話の演出など。次に、旺盛な食欲が求めら
れます。7470地区の皆さんは本当に親切で、ど
こに行っても山盛りのご馳走を準備してくださ
いました。ビーチプログラムの際には山盛りの
ピザ、チーズバーガー、フライドポテトにホッ
トドック、デザートにトリプルのアイスクリー
ムなど。これは一例です。リーダーは美味しそ
うに、笑顔で多く食べなければなりません。ア
メリカの友人のご厚意を思うと小食ではいけま
せん‼　私は元来アメリカ風の食事は大好きな
のですが、年齢と健康、特に体重を思うと躊躇
することも少なくありませんでした。
　最後に、このプログラムに参加する生徒には
もう少しロータリークラブのことを知って欲し
いと思いました。単なる観光ではなく、真の交
際奉仕の精神をもった世界的な教養人の育成の
ため、選考過程の見直し、派遣生徒の教育など
考えなければならない問題もあると思います。

　第3040回例会　2010年10月19日（火）

−職場訪問例会−
於：㈶えひめ産業振興財団（テクノプラザ愛媛）
出席会員　70（60）名中32名　出席率49.23％

前回訂正出席率79.71％
欠席会員　38名　秋山、浅井、土居、遠藤、五

味、濱本、原田、石橋、市川、亀井、北村
（一）、北村（忍）、清田、工藤、河内、御木、
森本（惇）、名本、坂本、佐藤、下別府、白
石、鈴木、関（啓）、高岡、高須賀、玉置、
浦岡、渡部（浩）、渡辺（基）、結城、吉田（麻
生、深見、藤山、松岡、宮田、関（宏））

ゲスト　　₂名　若原　　隆

　　　　　　　　（㈶えひめ産業振興財団
専務理事）

　　　　　　　　二宮　　厚
　　　　　　　　（　　　　 〃

総務課副課長）
ニコニコ箱
林　純之介� ・㈶えひめ産業振興財団の皆様、

　お邪魔します。
� ・松山市出身のゴルファー松山選

　手の活躍見事でした。
� ・チリの33人全員の無事救出おめ

　でとうございます。

—  � —
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� ・阪神のクソッたれ。
平原　立志� ㈶えひめ産業振興財団の若原さ

ん、二宮さん、本日はお願いいた
します。

米山　徹太� テクノプラザ愛媛様、お世話にな
ります。

三好　哲生� お弁当のご注文ありがとうござい
ます。

児玉　義史� ワクチン署名運動への多大なご協
力まことに有難うございました。

眞鍋　次男� チリの全員救出、久しぶりの
ニュースでした。

（なんとなくニコニコ）伊賀上、木村、小川、
田嶋

早　退　　勝見

　第3041回例会　2010年10月26日（火）

出席会員　70（60）名中47名　出席率72.31％
前回訂正出席率86.96％

欠席会員　23名　遠藤、五味、原田、亀井、川
瀬、北村（忍）、河内、眞鍋、御木、森本（惇）、
森本（三）、小川、坂本、佐々木、関（啓）、
高岡、山本（博）、結城（麻生、藤山、宮田、
中住、山内）

ニコニコ箱
秋山　　修� 卓話よろしくお願いします。
林　純之介� 秋山さん、卓話楽しみにしていま

す。
工藤　文裕� 秋山さん、本日の卓話よろしくお

願いします。
平原　立志� 先週の職場訪問例会は皆様のご協

力で無事に終えることが出来まし
た。感謝‼

伊賀上久幸� 10月20日、徳島中央RCへ亀井ガ
バナーと公式訪問に同行させて頂
きました。大変有意義で勉強にな
りました。ありがとうございます。

亀井ガバナーお疲れ様でした。
三原　英人� 先週21・22日にガバナー公式訪問

に随行して、徳島眉山RCと徳島
南RCを訪問し、歓迎されました。
感謝をこめて。

吉田　直也� 親睦活動委員長は本日よりクリス
マス家族例会の打ち合わせをス
タートさせて頂きます。皆様ご参
加、ご協力のほどよろしくお願い
いたします。

米山　徹太� この前の土曜日2670地区ガバナー
杯野球で松山西RCのメンバーと
して出ましたが、案の定20－₀で
負けました。いつになったら勝て
るのでしょうか。

西村　真也� 先日は秋山様、下別府様お世話に
なりました。

勝見　安美� ₂週間遅れの運動会をしました。
河田　正道� 阪神タイガースは優勝を逃し、足

を捻挫し、車の接触事故を起こし

—  � —



たのは、ニコニコ募金が少なかっ
たと反省して…。

石橋　和典�（結婚記念祝）秋山さん、本日の
卓話楽しみにしています。

高須賀�征二郎� （結婚記念祝）
（なんとなくニコニコ）清田、玉置
早　退　　北村（一）（下別府さんおめでとうご

ざいます）、土居、柏原、鈴木

卓　話　「グローバル化と地域経済の活性化」
秋山　　修　会員

　わが国の景気は持ち直していると言われてい
ますが、なかなかその実感は得られません。な
ぜでしょうか。
　ひとつは、産業別、規模別のばらつきです。
大企業、中小企業、小企業と規模が小さくなる
ほど業況が悪いとする企業が増えます。中小企
業や小企業の多い地方では、どうしても持ち直
しの動きが遅れてやってきます。もうひとつは、
海外との競争激化です。販売数量が増加しても
安い輸入品が増えて採算が悪化している企業が
多くあります。
　エコカー補助金の終了もあり、年度後半は景
気改善のテンポが落ちることは避けられないと
思われます。円高や米国・中国経済に関する懸
念など、先行きの不透明感も強まっています。
　こうした状況に対応して、日銀は先般、「包

例会記録

括的な金融緩和」を実施しました。実質ゼロ金
利政策の明確化のほか、株式投信等を含む資産
の買入といった思い切った内容も含まれていま
す。
　しかし、これだけでは問題は解決しないよう
に思います。
　わが国の経済は少子化により縮小の圧力がか
かっていますが、少子化対策とは別に、産業の
高付加価値化、労働生産性の向上、新たなニー
ズへの対応が必要になります。このことは以前
から言われていますが、環境、医療・介護といっ
た全国共通の成長分野だけでなく、地域独自の
成長分野をいかに見つけていくかが重要です。
　この点、愛媛県は実にいろいろな可能性を秘
めています。製造業は消費地から遠いだけにこ
れまでも少量多品種、高付加価値化の戦略を進
めてきた企業が多くあります。第一次産業でも、
高級かんきつ類、品質の高い養殖魚、そして豊
かな宇和海の真珠も競争力があります。観光面
でも、松山・道後だけでなく県内全体に多くの
魅力的な資源があり、特に近代化遺産には目を
見張るものがあります。
　こうした地域の強みや資源を最大限活かして
いくことは、愛媛県を元気にするだけでなく、
日本全体の成長基盤強化、デフレ脱却にもつな
がっていくと思います。

理事会報告

10月₅日㈫
①　ボーイスカウト松山振興会会費の件
（30,000円を新世代活動委員会より拠出）　承
認。
②　周年記念準備会計・愛媛銀行定期預金の件
（11月中に解約してみずほ銀行定期へ移行す
る）　承認。

平成22年10月度理事会決議事項

③　国際交流基金会計・愛媛信用金庫定期預金
の件（継続する）　承認。
④　国際交流基金会計・愛媛銀行普通預金解約
の件（愛媛銀行から愛媛信用金庫へ一本化す
る）　承認。
⑤　国際交流基金会計の歴史について（次回理
事会までに年度別収支の確認をする）　承認。

—  � —



クラブニュース

10月のお祝い

誕生祝　以下₆名　高橋（10日）、山本（克）（11日）、
飯尾（16日）、森本（惇）（17日）、米山（18日）、
白石（19日）

結婚祝　以下15名　河田（₁日）、浦岡（₃日）、小川
（₄日）、玉置（₇日）、児玉（₉日）、高須賀
（10日）、柏原（11日）、江田（13日）、平原（21
日）、高岡（23日）、三原（24日）、勝見（25日）、
石橋（26日）、田代、宮田

創業祝　以下10名　河内（₁日）、林（₁日）、河田（₁
日）、渡部（浩）（₄日）、坂本（₆日）、三好（8
日）、秋山（10日）、深見（15日）、山本（博）（23
日）、三原（28日）

配　付　物

₁．ガバナー月信
₁．会報₈月号
₁．ライト＆ライフ
₁．近隣ロータリークラブ例会予定表

理事会報告

①　国際交流基金から、交換学生受入ファミ
リーへ御礼するか否か検討。
②　出席免除者が皆勤賞の表彰をされるか否か

平成22年10月度理事会協議事項

－実態を調査。
③　松山RC版のロータリー入門書の作成を検
討する。

（通知事項）松山₆ロータリークラブ事務局移
転の件

（その他）※議題②～④は11月理事会で基金会計
の全容を明確にして預金の移動と変更を行う。
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会員数 出席会員数 欠席会員数 当日出席率 メークアップ数 前回訂正出席率 ビジター数
₅日 70（60） 43 27 65.15％ 17 86.96％ 2
12日 70（60） 48 22 72.73％ 12 85.71％ ₁

19日 70（60） 32 38 49.23％ 23 79.71％ 0
26日 70（60） 47 23 72.31％ 13 86.96％ ₀
平均 70（60） 42.5 27.5 64.86％ 16.3 84.84％ 0.8

例会日 区分

10月中の出席報告

ご意見・ご要望があればお寄せください。

ホームページURL　http://www.matsuyama-rotary.jp/

クラブニュース

（職場訪問例会）

松山ロータリー・ゴルフ会　10月例会

平成22年10月11日（月・祝日）
於：�松山ゴルフクラブ川内コース
参加者　浜田、石橋、鈴木、高須賀、渡部（浩）、米山、

中住、中住　富美子（中住会員ご夫人）
₈名

順　位 氏　　　名 OUT IN Total Hdcp Net

優　勝 中住富美子 43 43 86 18.0 68.0

準優勝 石橋　和典 55 50 105 36.0 69.0

₃　位 中住　義晴 48 43 91 21.0 70.0
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