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会長・幹事就任の挨拶 69.81%

　本日、これが最後の会長の時間となり
ます。
　本日の例会ソング「四つのテスト」を
構築された人物は、1954-55 年度 RI 会長
のハーバート J. テーラー氏です。
　1932 年調理用具、その他家庭用品の販
売会社を経営されていましたが、総資産
40 万ドルも上回る債務を背負っており、
破産法人として閉鎖されるのを防止する役を命ぜられます。
倒産寸前の状態にありましたが、銀行から当座の運転資金
として 6,100 ドル借りる事に成功しました。
　テーラー氏は「我が社も立派な製品を扱い、優秀な社員
もいたが、同業者の資産状態は我が社よりはるかに良好だっ
た。同業者にはない何かを育成しなければならない。その
何かは社員の人格と信頼性と奉仕の心である」と云う結論
に達しました。常に正しく身を持することに全力を注ごう

と決心し、社内の誰もが覚えやすい倫理規定として、命ず
るものでなく問いかける四つのテストを作成しました。
　「真実・公平・友愛。そしてみんなのためになるかどうか。」
この四つのテストを会社の企画・方針・文書・広告などに
関する案件の検討に用い、従業員全員に覚えてもらいまし
た。その結果、世間の人々の信用も、品物の売れ行きも増え、
会社は負債を完済し、200 万ドルを越える資産を持つよう
になりました。
　好意と友情と信頼の増大という恩恵を受けましたが、そ
れよりもありがたいのは会社の職員の品位がすばらしく向
上したことであります。
　四つのテストを仕事に携わっている毎日の中と家庭や交
際や社会生活でそうする習慣を身につけない限り、とても
できないことだと思います。
四つのテスト「真実かどうか」「みんなに公平か」「好意と
友情を深めるか」「みんなのためになるかどうか」
　これをもちまして 2018 〜 2019 年第 42 代会長池畠泰光の
時間を終了致します。ありがとうございました。
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会長・幹事　任期を終えて
■ 池畠　泰光
　プロジェクトを継げてオンリーワンクラブを創ろう！の

「クラブテーマ」を掲げて今期一年間色々な活動に取り組ん
で参りました。
　国際 RI テーマ「インスピレーションになろう Be the 
inspiration」ロータリアンは世界で地域社会で自分自身の
中で持続可能な良い変化を生むために人々が手を取り合っ
て行動する世界を目指します！この事はどんな事を意味し
ているのかサッパリ分かりませんでした。自分なりに考え
た事は「大いなる大海と大空を見る鳥の目」「細かな所も見
逃さない虫の目」。そして「時の流れを読む魚の目」の如く

「語ろうかいロータリー・語らんかい」の心で行こうと考え
ながら運営に携わって参りました。
　その中でプラスワンの考動として
　一．会員増強「純増１名以上」
　一．RLI の実施クラブ参加２名以上
　一． 広報公共のロータリーブランドの周知強化・ロータ

リーデーの実施
　一．職業奉仕の部門の強調
　一．青少年奉仕部門の強化・支援・拡大
　この５項目をプラスワンの考動として重点的に取り組ん
できたわけであります。
　クラブ管理運営委員会坂元エレクトにおかれましては、
副会長としての役割を担い、地区研修協議会にも出席して
プログラム・出席・親睦・広報等にも情報を共有し調整に

努めて頂きました。
　幹事加島君におかれましては常に役を担い役に徹して頂
きました。特に姉妹交流との進め方や取り組みには、計画
と準備を周到に整えて決してあわてず、各委員長をまとめ
ながらしっかりと支えて頂き、感謝を申し上げます。特に
ロータリーデーでは大変なご苦労をお掛けした事と思って
おります。ありがとうございます。
　特筆すべきは増強委員長の竹添君にはすばらしい活躍と
行動力、溢れるアプローチで６名の入会者を導いて頂きま
した。この事は過去 10 年を顧みても皆無であります。ガバ
ナー事務所の方へ「ガバナー賞」の申請を予定していると
ころでございます。
　出席委員長新納君も常に出席率 75％〜 80％を維持して市
内クラブでは上位にランクされています。
　親睦委員会は委員長竹田君が転勤され、新人の髙栁君、
丸山君等がバックアップし、年間スケジュールを計画通り
に遂行して頂きました。中でも尾辻委員のアドバイスが功
を奏しました。
　職業奉仕では高岡委員長による企業訪問（セイカアイス
クリームの新社屋の見学）や、先日のゲスト卓話では QR
コードによる精算業務や IT 化に進む現状を学びました。
　社会奉仕前迫委員長には、社会奉仕のみならず会長経験
者として私の相談役としても大変なご尽力を頂きました。
クラブテーマに関しての助言やロータリーデーにおける副
実行委員長としても存在感を示し、発言力を持って行動し
て頂きました。本事業の方は乳児院へのクリスマスプレゼ
ントや RCC 活動と交通安全協会等への協力を尽力されまし

池畠　泰光



ロータリーソング：「四つのテスト」
会長の時間：会長　池畠　泰光君
会務報告：幹事　加島　繁君
１）本日の配布
２）次週　7/1（月）例会プログラム
　　・会員卓話＝「会長・幹事就任の挨拶」
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出席報告：出席委員会　
スマイルボックス：親睦委員会
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　　　会長　池畠　泰光君・幹事　加島　繁君

次回例会　令和元年７月８日（月）
会員卓話＝「釜山訪問報告」

坂元　直人君・川路　理幸君・川畑　英樹君
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た。
　国際奉仕橋元委員長はセ釜山 RC の創立 40 周年と姉妹盟
約 35 周年と云うビックイベントの交流年度に多大な貢献を
され、動員も年間では過去最高だったのではないかと思い
ます。副委員長の川畑さんのお支えにも感謝申し上げます。
　交流委員長松元さんは沖縄交流にご夫婦の会員を引き連
れて総勢 20 名で参加しました。本坊修委員のご尽力で沖縄
の学校と鹿児島の高校の交流が 10 年以上も続けておられま
す。この事についても本坊委員の長きに渡る沖縄那覇 RC
との深い絆があったからだと思います。
　米山奨学委員長石塚さんはモス・アミナ・サリナさんの
日本留学の成果や過去２年間に於ける活動のプレゼンテー
ションを開催して頂きました。
　ロータリー財団委員肥田木委員長は財団 100 周年の活動
内容等を発表され、わかりにくいロータリー財団について
疑問を投げ掛けました。ポール・ハリス・フェロー、ベネファ
クターの財団寄付を川路さん、濵薗さんの２名が達成され
ました。
　SAA 小福田君は例会運営の基本方針に基づき、楽しく秩
序正しい会合の運営に配慮され、時間に厳しく、毎回季節
の花の紹介、花言葉なども正しく伝えて頂きました。余っ
た時間に備えての準備もしておられ、すばらしい SAA で
した。
　ロータリー情報委員の青﨑さんには３年未満会員の特典
と責務に関する情報の提供、学習会を６回開催して用語や
歴史等を分かりやすく丁寧に伝授されました。「年輪会」や

「理事会」などにおかれましても沢山のご尽力を賜りました。
　会計田中君。クラブ全資金の保管及び出納等も明朗会計
で毎週精査し、会計帳票額の確認・検証も正確且つ透明性
を持って会計運営に尽力され、事務局の高橋さんの後の安
部さんへの引き継ぎも順調に継承されて大役を果たされた
事を心より敬意を表します。
　プログラム委員是枝委員長、レディース例会が参加者の
増加が見られとても良かった。
　広報・雑誌・IT 委員会佐潟君、下村君には来期に託す。
　青少年委員会中間委員長、ローターアクトの拡充に次年
度に託す。
　地区諮問委員会副委員長、パストガバナー海江田順三郎
君。
　すべての面におかれましてのご尽力に心より感謝申し上
げます。

■ 加島　繁
　ロータリー歴の浅い私の幹事就任は、
不安の中での勤めとなりましたが、会員
の皆様のご指導のもと、何とか乗りきる
事が出来ました。心よりお礼申します。
　振り返りますと、就任直後のセ釜山
ロータリークラブ会長幹事就任式に始ま
り、年明け１月の 40 周年式典、２カ月後の来日など池畠会
長のリーダーシップのもと橋元国際委員長、川畑国際副委

員長、会員の方々のご協力により無事終了しております。
　この他沖縄高校生交流では、本坊会員のご尽力や松元交
流委員長の努力により有意義な交流になりました。交流を
通して高校生たちが成長していくのは、長年の両ロータリー
の積み重ねが大事だと痛感しました。
　会津西ロータリークラブとのテレビ合同例会では、NTT
西日本の榊原支店長他大勢の人々の協力を頂き無事終わっ
ています。苦労した点は、会場が山形屋社交場という点と、
固定カメラでの使いにくい点などがありましたが、どれも 
クリアして本番に向かい有意義な討論が出来ています。
　海江田ポストガバナーと池畠会長には、その後 NTT 関
係者のフォローしていただき無事終了しました。
　また今年５月の、会津若松ご一行の来鹿の際は、池畠会
長のきめ細かい観光地案内、会員の方々の協力により満足
いくおもてなしが出来たと思います。
　いちばん大変だったのは、IM から変わったロータリデー
でした。
　当クラブが中心となり、８月から池畠委員長、前迫副委
員長を決めて積極的に動き出して各クラブとの会合を重ね
て来ました。
　テーマ、会場、予算など問題は山積でしたが、会員のサ
ポートを頂き、２月の本番を向へ、ガバナー、ガバナー補佐、
各クラブから中央ロータリーは高い評価を頂いております。
　ロータリデーを通して当クラブのチームワークの良さや、
各クラブとの交流の大切さを実感しました。
　長かったのか、短かったのか分からない１年でしたが、
池畠会長は常に誠心誠意、持ち前のサービス精神を発揮さ
れ、パワフルに取り込んでこられました。
　最後になりましたが、力不足の私に、温かくご指導頂き
ました池畠会長、各委員長、会員の皆様、事務局の高橋さ
んに心より感謝申し上げます。
　この貴重な経験を糧とし、坂元、川路年度に少しでも協
力できるよう精進して参ります。

2018 〜 2019 年度スマイル集計結果（上位）

回　　数 金　　額

1. 池畠　泰光  1. 池畠　泰光
2. 海江田順三郎  2. 海江田順三郎
3. 本坊　　修  3. 石塚　俊雄
4. 坂元　直人  4. 坂元　直人
5. 加島　　繁  5. 丸元　貞夫
6. 石塚　俊雄  6. 福山　孝子
7. 竹田　孝博  7. 本坊　　修
8. 丸元　貞夫  8. 橋元　　隆
9. 宇都　和治  9. 加島　　繁

竹添　　寛 10. 宇都　和治
橋元　　隆
福山　孝子


