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Weekly Bulletin 

2017.07.26（水）  第202回 

E例会  

期間7/26～7/29 

 
 アピールタイム  
 幹事報告  
 委員会報告      
 プログラム    「  新年度を迎えて  」  
 

アピールタイム  

・澁谷  明広幹事  
 先日ライオンズクラブの方と食事をしましたら、青少年
交換の話になりました。相手の方はライオンズの青少年
はあまりよくないとおっしゃっていました。よくロータリー
とライオンズの違いはと聞かれますが、その際は胸を
張ってロータリーの方が青少年の育成に力をいれてま
すと言ってもいいと思います。  
 

・小林  伯裕会員   
 現在、京都にいます。  
京都の歴史を感じられる街  
並みが好きです。京都市役  
所の外観は良い味出してま  
すね♪  
 
 
   ・関場  慶博会員  
        京都は暑いでしょう？  
    
   ・小林  伯裕会員   
       今のところ例年より少しだけマシな感じがし  
       ますが、弘前に比べると大分暑いです…  
 
 
・  関場   慶博会員  
 1 1月に東京で開催されるロータリー研究会で、ポリオ
のお話をすることになりました。  
 
・  宇野   純子会員  
 陸前高田の動く七夕祭りに行ってきます。  
まだ、募集中ですのでよろしくお願いします。  
 
    ・三浦  順子会員  
       陸前高田の皆様によろしくお伝えください！  
       飲み過ぎないように！！  

・木村  由美会長  
 うごく七夕祭りに行って来ます。今回は震災後初めて
１１台の山車が運行するそうです。感無量！  
 
 
・福澤  稔  会員  
 8月6日弘前東RCのねぷた例会の参加者募集です。ま
だお席に余裕がありますので、参加希望の会員は宇野
純子会員へ申し込んで下さい。私は、昨年も参加しまし
たがイスに座って見るねぷたは見応えがあり、美味しい
料理と冷たい生ビール🍺もありで、言うこと無しでした。  
ぜひ、会員皆様のご参加をお待ちしております。よろしく
お願いしますm( _ _) m  

友タイム  

 『ロータリーの友』2 0 1 7年7月号の内容より、各会員が
気になった話題をピックアップ。  
 
・小林  伯裕会員  
 3 2ページの「RO TARY  AT  WO RK」のコーナーで、いつ
もお世話になっている高槻西RCの近藤さんのお寺での一幕が
取り上げられています。これだけの青少年交換学生がいると
いうのも圧巻ですね。近藤さんは英語も堪能ですので、留学生
への説明も英語でされます。 
 
   ・関場  慶博会員  
       近藤さんは、昨年、当クラブへメークアップに来ら 
       れました。私は、青少年交換プログラムを通じて、 
       もう20年のおつきあいになります。 
    
   ・三浦  順子会員   
       うちのクラブも青少年交換出したいですね。どな 
       たか候補者いませんか？身の回りに中学生や高 
       校1年生がいたら声を掛けてみてください。齊藤貴 
       博さん宅どうですか？ 

幹事報告  

 8月6日（日）弘前東クラブねぷた例会、席数に余裕がござい
ますので、参加される方は宇野会員まで連絡をお願いします。 
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・澁谷  明広幹事  
 8月1日より地区幹事として活動します。なんとか今井
ガバナーエレクトをサポートしていきたいと思っておりま
す。  
 
   ・関場  慶博会員  
       得るものが大きいと思います。頑張ってくだ  
      さい。  
 
・小林  伯裕会員  
 私はどうも人にお願いするのが苦手なので、今年度はその
辺も上手く考えてやりたいなぁと思っている次第です。 
 
・関場  慶博会員  
 仕事とロータリー活動とは対立するものではなく、バランスを
とることで両者を高めていくことができます。今年度もバランス
よく活動していきたいと思っております。 
 
・宇野  純子会員  
 陸前高田から帰ってきたら小林さんのお手伝いできます。 
 
   ・小林  伯裕会員  
       8/6のねぷた例会の写真と会長挨拶等があれば 
       そちらの大まかな内容、陸前高田の写真と参加者 
       のコメントなどがあれば助かります。よろしくお願い 
       しますm(_ _)m 
 
・福澤  稔  会員  
 8/6のねぷた例会の写真と会長挨拶等と大まかな内容はお
任せ下さい。これでも、弘前青年会議所時代に広報委員長を
経験しておりますので(^^;; 
 
   ・小林  伯裕会員  
       ありがとうございます！ 
       よろしくお願い致しますm(_ _)m 
 
   ・福澤  稔  会員  
       お任せあれー！ 
 
   ・宇野  純子会員  
       福澤さん。8月6日記事よろしくお願いします(^^) 
 
   ・福澤  稔  会員  
       了解しました(^^) 
 
・成田  学  会員  
 もっとロータリーの事を勉強したいです。 
 
・板澤  雅人会員  
 例会が水曜日になりましたので、状況によっては今までより
も例会への出席が増やせるかもしれません。なかなかお手伝
いがままならず本当に色々な点で恐縮です。 
 
・田中  裕介会員  
 今年度は次年度地区のローターアクト委員長になりそうなの
で、その準備をしっかりしたいと思います。 
 あとは、皆さんに寄付の意味をお伝えしていしたいです。 
 
・木村  由美会長  
 新年度を迎えて、今回のE例会入りやすくて良いですね。あり
がとうございます。↙ 

委員会報告  

・小林  伯裕アカデミー委員長  

 アカデミー委員会からです。 
 週報の発行に際してのお願いです。 
 昨週のガバナー公式訪問記念例会でもお願いしましたが、
週報作成の際にて最も労力が必要になるのが各発言の文字
起こしです。 
 週報はクラブの記録としても、対外的な広報誌としても重要
なものであると考えています。 
 今年度以降も継続的に週報を発行していくためには、会員
全員のちょっとずつの労力の提供が肝要であるかと思います。 
 各項目（時間にして10〜20分程度）の文字起こしに関しては、
アカデミー委員を始めクラブ会員全体としての作業と認識して
いただければ幸いです。 
 今後、様々な文字起こしをお願いすることがあるかと思いま
すが、全会員にとってより良いクラブ運営のためにも、皆さん
のご協力をいただけましたら幸いです。 
よろしくお願い致します。 
 
   ・宇野  純子会員  
       文字おこしソフト使えないでしょうか。  
      どなたか使った事ありますか？感想教えて下  
      さい。文字おこしソフトについて。  
 
   ・小林  伯裕会員  
       この前YouTubeの字幕起こしを使ってみた  
      のですが、自動翻訳がスペイン語として認識  
      されました…マイク等それなりに機能していな  
      ければ音声の認識が難しいのかもしれません。  
 
   ・宇野  純子会員  
       ソフトも色々あります。アイフォンの無料ソフ  
      トもありますね。私も陸前高田から帰ってから  
      だと時間取れるのですが、もう少しソフト探し  
      てみますね。仕事に影響ないように、ソフト使  
      うべきだと思います。  
 
   ・小林  伯裕会員  
       便利なソフト、是非探しましょう！！  
 
   ・関場  慶博会員  
       Recocoを使ってみました。これはいけそう  
      ですよ。  
 
   ・福澤  稔  会員  
       小林アカデミー委員長、投稿ありがとうござ  
      います😊便利な文字起こしソフト、皆で探して  
      見ましょう！  

メインテーマ  

 今年度第1回目となるE例会のメインテーマは「新年度を迎え

て」です。 
 スタートしたばかりの2017-2018年度について、各会員の意
気込みが語られました。↗ 
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・福澤  稔  会員  
 木村由美会長の年度が始まって早いものでもう、1ヶ月が経
とうしております。木村会長と澁谷幹事には日々ご苦労様で
す。 
 昨年も思ったことなのですが、会員ひとり一人が自分の所属
する委員会がどこの委員会なのかを把握していないような気
がします。ですから、クラブの組織表(役員・所属委員会)をフェ
イスブックにアップするか、又は会員全員のPCメールに送付す
ればいかがでしょうか？ 
 自分の所属委員会がどこなのかを把握すれば、委員会活動
が少しでも活発になるのではないかという思いからの発案で
す。 
  新しい年度が始まって会員の皆様もお忙しいとは思います
が、ぜひこのことを会長・幹事にお考え戴きたいと思います。
何卒よろしくお願い致しますm(_ _)m 
 
   ・木村  由美会長  
       福澤さん、そうですね。私自身も、組織表持って 
       ないと、皆さん何の委員会か把握出来ませんから 
       ね。 
 
   ・福澤  稔  会員  
       早速のリアクションありがとうございます😊 
       クラブの年次活動計画書を見れば判るということ 
       は、当然のことでありますが、それを見なければ判 
       らないのであれば、会員全員のPCか携帯かタブ 
       レットに送付することが一番いい方法だと思います。 
 
・三浦  順子会員  
 インターアクトクラブの立ち上げを委員会メンバーと協力しな
がら現実のものにしていきたいと思います。 
 プライベートの話で恐縮ですが、夫の手術が9月5日にきまり、
長女が単身（子連れで）東京に引越しこれも9月末から職場復
帰することになりました。なので上半期は家族のためにできる
だけ時間を割きたいと思っています。迷惑をかけないように
やっていきたいと思いますが何かあったら助けてね！ 

今回の出席報告      第201回例会（7/19）の出席報告 
 ◆出席者           ◆出席者 
   E例会  10名             会長幹事面談  2名 
                        協議会       11名 
                        例会         15名    
                        懇親会       10名   
                                  計38名 
                       修正出席率        100％ 
 
会員数 ： 31名 （出席義務 ： 31名 ・ 出席免除 ： 0名） 

ROTARY豆知識   四つのテスト ③ 
 

四つのテスト／THE 4-WAY TEST 
 
言行はこれに照らしてから 
   Of the things we think, say or do 
1.真実か どうか 
   Is it the TRUTH? 
2.みんなに公平か 
   Is it FAIR to all concerned?  
3.好意と友情を深めるか 
   Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIPS? 
4.みんなのためになるか どうか 
   Will it be BENEFICIAL to all concerned? 
 
  
 テーラーの会社の4人の部長は、それぞれ宗教
的立場が違いましたが、全員、このテストが、自
分の信じる宗教に合致するだけでなく、会社や個
人の生活にも模範となる価値観を与えてくれると
述べたということです。四つのテストは簡単な言
葉ですが、クラブ・アルミニウム社の苦境期の決
定を下す基盤となりました。会社の広告も、テス
トに照らし合わせて検討し、最上、極上などの表
現を避け、製品の実際の姿を手短に述べるかた
ちに変わりました。ライバル会社への非難、悪口
は、広告や販売推進パンフレットから姿を消しま
した。従業員は四つのテストを暗記するよう求め
られ、やがて、テストは、仕事のあらゆる面にお
ける指針となりました。その結果、信頼と好意の
雰囲気が、取引先や顧客や従業員の中に育ま
れ、会社の業績が次第に好転していきました。5
年後の1 9 3 7年までに4 0万ドルの負債は利子とと
もに完済され、その後の1 5年間で、会社は株主
に対して1 0 0万ドル以上の配当を行い、その資産
は2 0 0万ドル近くになりました。テストによって自
分の生き方が変わった、と述べる手紙が数えき
れないほどハーバート  テーラーのもとに寄せら
れたということです。  


