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㊨　真実かどうか？

①　みんなに公平か？

四　つ　の　テ　ス　ト

㊥　好意と友情を深めるか？

①　みんなのためになるかどうか？

職業奉仕

1．顧客に対して：

最上の品質、最高のサービスを提供しているか

常に正直と親切を旨としているか

2．従業員に対して：

彼等の長所を充分に認めかつ買っているか

安全で快適な職場を確保しているか

苦情に対して公正な態度で対処しているか

自ら誠実、正直、善意の手本を示しているか

（会長報告）
川　村徳男君

1．本日は教育110番の第3回目です。今日は大変

順調に相談が入っている様子ですが、例会が終了

しましたらぜひ四階の相談室に寄って、親しく状

況をご覧下さるようお願い致します。

2．税務関係団体協議会主催のオピニオン．リーグ

【との懇談会に出席しましたが、11月11日から17

日までの税を知る週間に行なった行事や、県市町

村に税がどの程度還元されているか、など税務署

側の説明があり、申告納税制度の浸透を図る方策

について協議が行なわれました。貰ってきた資料

を回覧します。

3．本日の食事はS・A・Aのきも入りでバイキング

になりました。変化をもたせ、楽しい時間にしよ

うという計画で試みられたことですが、何分初め

四つの反省

3．競争者に対して：

公正な態度で接しているか

あなたは、行動をもって誠実を感銘させているか

彼等とともに事業水準の高掛こつとめているか

4．協力者に対して：

公平でしかも友情にみちた関係を保っているか

いつも支払をよくしているか

てのことで何かとむずかしい事もあったと思いま

す。これを一つの経験として会員の皆さんのど意

見によって、より良い方向に前進されるようお願

いします。S・A・Aのど配慮ど苦労さまでした。

4．次の例会までの行事

（1）ロータリー関係の行事

来週の例会は27日ですが、11月の最終例会で

すので年次総会を行ないます。できるだけ多く

の方が出席されるようお願いします。

（2）一般の行事

23日（金）は勤労感謝の日、24日は加藤防衛庁

長官の就任祝賀会があります。

〔‾‾‾幹事報盲つ　迎田稔君

○ロータリー名言カレンダー申込書到着

○えとねつけ申込



ビニール袋入　　　650円

紙　　箱　　　　　750円

桐　　箱　　　　　800円

〔委員会報告‾）

1月25日よりの訪台コースの説明

〇第265地区大和高田ロータリークラブより地区大

会のご案内が来ております。

日　時　1985年4月20．21日

白　坂　久君

目次 �月　日（曜） �地　　名 �現地時間 �交通機関 �予　　　　　　　定． �食　事 

1 �60年 ㌧ �羽　田　発 �8：50 �CIO19 �ジェット機にて台北へ �（機内） （⊃ 台北着 台中着 �11：00 16：00 ��バスにて台中へ �○ × 

（金） ���ノi　　ス �途中レストランにて昼食 　　　　＜台中泊＞ 

2 �悠6 （土） �台　中　発 �午　　前 �ノマ　　　ス �台中市内観光 （台中公園・宝覚寺など） �○ ○ 

（ 台　南 i �（2時間） （40分） ��台両市内観光 途中レストランにて昼食 　＼二二／‾ナナ＼ 

（赤巌楼・延平郡三岡・安平古墜） 高雄市内観光 

○ 高　雄　着 �午　　後 ��（寿山公園・澄盾湖・春秋御閣） 　　　　　く高雄泊＞ 

3 �＼丁 （日） �高　雄　発 �10：00 �CI276 ノミス �航空機にて台北へ �（⊃ 台　北　着 �10：50 ��鳥来観光 途中レストランにて昼食 台北市内観光 （竜山寺・孔子廟） 　　＜台北泊＞ �○ 

× 

4 �悠8 （月） �台北発 羽田着 �12：20 16：10 �CIOO2 （詐誤6） �朝食後空港へ ジェット機にて帰国 �（⊃ （機内） （⊃ 

11月20日P．M．0時半からP．M・1時半まで産業会

館5階ホー／レで例会が行われ、食事はバイキング方

式で行った。食べ終った後、各テーブルからお一人

位つつ感想をお聞きしました。

ビジター代表東京旅河正美さん一東京で一ヶ所だけ

かな。時々やるところはあるよ。今日はバラエ

ティにとんで良いと思うよ。

秋野さん【手軽で艮いね。

中江さん一月一回位は艮いね。片付けるのが大変か

な。うまかったよ。

菅原さん「結構でした。月に一回あった方が艮いね。

西クラブ加藤石偏さん【手軽で良いし、楽しい寡囲

気ですね。

高橋さん－バラエティがあった食事で良いですね。

二ケ月に一回はあっても良いですね。

新穂さん一このテーブルの人々はみんな結構だと言

っていますよ。二ケ月に一度位よいね。暖かい

ものが食べられて良いと思うよ。

上野さん【時間が最初少しかかるね。しかし自分の

好みで、量も自分の好きな分だけとれるし良い。

年三回位はあっても。設営する人は大変だね。

斎藤昭さん－メニューが豊富だし、好きなものがと

れて食欲も出る。度々やってほしい。年四回位

かな。
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迎田幹事一量の調節が出来て良いね。内容が良いよ。

又、普通の食事と料金も同じだしね。…（料金

のことを感じているあたり幹事さんらしい）

川村会長一津田先生から言われて、S・A・Aの方に

お願いしたのですよ。エルサンの社長にも御無

理をしてもらいました。などやかな募囲気で、

S・A・Aの方々の決断に感謝しています。人手

がかかるので二ケ月に一回位良いね。成功だっ

（ス　マ　イ　ル）

佐藤友吉君　　新社屋の竣工と荘銀藤島支店の竣

工を祝して

（ビ　ジ　タ　ー」

温海R．C．　　渡部晃雄君

東京北R．C．　旅河正美君

立川R．C．　　滝　　禅源君

1984．11．15（木）

A．M．11：30～12：10

鶴岡薬局．鈴木弥一郎さん宅で。

阿蘇：丁度お忙しいところにお

邪魔してしまい申し訳ありませ

ん。順番が廻って来ましたので

一つインタビューを。

鈴木さん：いやいや、阿蘇さんが来られてはいくら

忙しくても仕方がないですよ……（そばで奥さんが

二ヤニヤ笑いながら、あの記事は良いですね。御苦

たと思いますよ。

山口副会長一種類があって、好き嫌いの方も食べら

れますね。時間が少しかかるのかな。たまには

良いね。二ケ月に一度位かな。

（最後にコーヒーショップで）

吉野さんと三井健さんのお二人一良かったですよ。

あれに一杯付けば、なお良いのでは。アッハッ

ハッ／ヽッ日日＝

労さまです）…‥・と言われて、取材の私も満足顔。

阿蘇：それでは早速。鈴木さんは昭和38年11月に入

会されておられますね。先程19年間皆出席のお祝い

を受けられましたね。

鈴木さん：ええ。しかし、入会当時はね、約2年間

程は行ったり、行かなかったり、1ケ月1度位の時

もありましたよ。

阿蘇：それがまたどうして19年間の皆出席ですか？

鈴木さん：やはりね、はじめはね偉い人がいるとい

うことの威圧感もありましたしね、芽囲気に慣れな

いこともありましたよ。それがね、いろいろの人の

スピ【チを聞いたり、奉仕活動のいろいろを少しづ

つ体験してゆきますとね調子に乗りましてね、19年

間ですよ。

阿蘇：やはり、心の置きどころを自分で見つけるこ

とですね。中に自分から入ってみるとすはらしい事

にも気がつきますね。

鈴木さん：ええ、そうですね。調子に乗ったという

ついでですがね、情報委員会を3年続けて経験しま

してね。亡くなられた早坂バストガバナーからは、

一．〕



教えられたり、叱られたりしながら勉強したもので

すよ。

阿蘇：努力をしたんですね。そして8年前に会長に

なられたのですね。

鈴木さん：なったと云うよりはやらせられたという

ことでね。困ったことが一つありましてね。

阿蘇：何でしたか？

鈴木さん：それはね、恥かしい話ですが車の運転が

出来ないことですよ。

阿蘇：それは大変だったでしょ・うね。最近はどこへ

行くにも車ですからね。それでどうしました？

鈴木さん：それはね、中江さんを幹事にお願いして

ね、どこへ行くにも中江さんとダブルでしたよ。中

江さんは御迷惑だったことと、今も恐縮しています

よ。

阿蘇：話しは変りますが、当時のロークリ【と今の

ロータリーと変ったところは。

鈴木さん：まず人数ですね。30名近く増えましたし

ね。それから青少年委員会がなくてね。私の会長の

時に平松バストガバナー（先月のⅠ・G・Fにお出に

なりましたね）の提案でね、国際壷仕委員会から分

離したようですね。

阿蘇：他にありませんか？

鈴木さん：ああ、そうそう、当時安藤定助さんが婦

人部の活動に力を特に？入れましてね、奥様の行動

が今よりは活発でしたよ。阿蘇さんもどんどん奥さ

んを惜しがらずに出して下さいよ。

阿蘇：恐れ入ります。ところで御趣味は？

鈴木さん：そうですね、まあ園芸ですかね。小さい

盆裁などいじったり見たりするのは好きですね。も

っとも忙しくてなかなかですかね。

阿蘇：鈴木さんはお生れは犬

年ですね。可愛い犬のイラス

トを入れて、何とか記事にし

てみます。いろいろありがと

うございました。はめていた

だいた奥さんによろしく。

ロータリー用語便覧㈹

毎年、各地区で開催
地　区　大　会

され、親睦・交歓、

地区内の問題や国際ロー∵グリー全般に

関する問題の討論が行なわれ、ローク

リ【のプログラムの推進が計られる。

大会は地区ガバナーの計画・主宰に開

かれるが、開催地と日取りの決定には、地区内クラ

ブ会長の過半数の賛成が必要とされる。ただし、開

催日は、国際大会・国際協議会・地区協議会とかち

合わないように選ばなくてはならない。また会期は

2日以上。会食・余興等を除く本会議その他の主要

な行事が少なくとも9時間以上を占める日程を組ま

なくてはならない。R．Ⅰ．理事会の許可を得れば、2

つ以上の地区が達合して合同地区大会を開くことも

できる。ただし、連続2年を越えての合同大会は望

ましくないとされている。

討　　　　　議
国際大会提出の議題の討議および

規定審議会における議案の討論、

国際大会における委員会の報告、大会への伝達の項、

提出制定案および決議案ならびにその修正案、その

他すべての動議は、会議の習慣により討論の必要な

きものは除いて、大会議場において討議することに

なっている。

討議にあたっては、異議申し立て以外は、同一人

は同一議題につき同日一に二回を越えて発言しない

ことになっている。同一議題に対して末だ発言して

いないロータリアンが発言を求めた場合には、二回

目の発言はこれに譲らなければならない。なお、一

回の発言は五分以内とされている。この規定は、ロ

【タリーの他の討論の場合にも適用することになっ

ている。

（今週の担当者　忠　鉢　徹）
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