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鈴鹿西ロータリークラブ会報 
所属:  国際ロータリー第 2630 地区 鈴鹿・亀山グループ;  

創立:  1985 年 3 月 27 日; RI 認証:  1985 年 6 月 3 日(No. 1665);  

事務所:  〒513-0802 三重県鈴鹿市飯野寺家町 816 鈴鹿商工会議所 3F;  

電話:  059-383-7077; FAX:  059-383-8501;  

E-Mail:  info@rotary-suzuka-west.org; http: //www.rotary-suzuka-west.org/  

例会場:  鈴鹿商工会議所 4F 大ホール; 例会日:  火曜日; 例会食事:  12: 00; 例会:  12: 30-13: 30; 

第 1609回例会 2019年 7月 9日(火) 

例会場: 鈴鹿商工会議所 4Ｆ大ホール 

例会進行: 柴田友美 SAA 

開始: 12：30 終了: 13：30 

点鐘: 会長 服部高宣 

ソング: 我らの生業 

ソングリーダー: 勇 理維子会員 

ゲスト：鈴鹿高等学校インターアクトクラブ 

顧問 助田友希先生／インターアクター 

荒堀芹奈さん・小河七菜実さん            

会長挨拶 服部高宣 会長 

 

 7 月 9 日はジェットコースターの日です．1955

年の今日、後楽園遊園地に日本初のジェットコース

ターが設置されたことが由来となっているそうで

す． ジェットコースターで一番怖い座席はどこだ

と思いますか？先頭の座席が一番怖いのではない

かと思い、避けられている方も多いと聞きますが、

実は最も怖い座席は一番後ろの座席だと言われて

います． 

ジェットコースターと言えば、高い所からの急降

下ですが、下り始めた段階ではまだ加速が始まって

いません．前方が加速をするのは、下り坂の途中か

らになるので心の準備も出来ますが、後方の座席は

前も良く見えず、いつ急降下が始まるか分からない

状態のまま急な加速が始まるので、ジェットコース

ターで最も怖い座席は一番後ろの座席だと言われ

ているそうです． 

 これは、仕事等、どのような活動についても同じ

ことが言えると思います．先が見えないことには、

準備不足にもなるし、不安にもなる．ましてや、不

調な状況にある時は尚更だと思います． 

「四つのテスト」のハーバート・テーラー氏が、

不況のあおりを受けて莫大な借金を抱え、もしも会

社の再建に失敗をすれば 250 人の従業員が仕事を

失うことになると言う倒産の危機に瀕していた会

社の経営を引き受けることになった時、先が見えな

い状況に彼はどれだけ不安で怖かったことだろう

かと考えました．先が見えない、どのようにしてい

けば良いのか正解が分からない、そんな時、人は、

様々な方向に物事を考え過ぎ、時にはあらぬ方向へ

と進みそうになることもあると思います． 

ハーバート・テーラー氏はこの状況から脱出して

会社を再建するためには、合理的な指標が必要だと



The Club Bulletin of Rotary Club of Suzuka West, RID2630 

2 
 

考えました．自分をとりまく全ての人達に対し、考

えたり、言ったり、行動したりする時に応用できる

指標が必要であると気づき、社長室の机の前で頭を

かかえながら思い浮かんだ 24語の言葉を書き留め

たものが、この「四つのテスト」です． 

私自身も、職場でのトラブルはケースバイケース

で対応しなければならないことがほとんどなので、

様々なことを考えると迷いが生じます．そんな時は、

「この考えは園の方針から逸れていないか」と言う

ところを判断基準にし、対処しようと気を付けてい

ます．そして、その方針は、職員全員が共通理解を

しておかなければならないと考えています． 

組織全体が正しい考え方を持って正しい行動を

すれば、信用も高まります．組織全体が同じ方向を

向いていれば、とても強い組織になります．また今

年度は、ロータリークラブでの活動に於いて迷いが

生じた時にも、この「四つのテスト」を判断基準に

して取組んでいきたいと考えておりますので、皆様

ひとりひとりのお知恵やお力を拝借しながら、同じ

方向を向ける強いクラブへと進んでいくことを願

い、本日の挨拶とさせて頂きます． 

幹事報告  藤野恵子 幹事  

 

1. 当クラブ例会変更のお知らせ 

7 月 16 日（火）の例会は休会です。 

2. 鈴鹿・亀山グループ各ロータリークラブ例会変

更のお知らせ 

鈴鹿シティＲＣ：8 月 14 日（水）特別休会 

8 月 21 日（水）会場都合のため白子ストーリ 

アホテル   

8 月 28 日（水）→ 8 月 31 日（土）鈴鹿･ 

亀山グループ ガバナー公式訪問５クラ 

ブ合同例会・ＩＭのためコンフェット鈴鹿平 

安閣   

3. 本日例会終了後、第 4 回理事・役員会ならびに

2018-19 年度第 15 回理事・役員会を事務局に

おいて開催します． 

4. 受贈誌：2019-20 年度活動計画書（鈴鹿シティ

ＲＣ・鈴鹿ＲＣ・津北ＲＣ・津ＲＣ・四日市南

ＲＣ・亀山ＲＣ） 

委員会報告 

⚫ インターアクト韓国交流交換派遣ご挨拶 

   2019-20年度助成金目録贈呈 
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⚫ 7/5 おじさん先生出前講座報告 

河田勝正会員、沖 俊成会員 

 
 

 
 

⚫ 新会員推薦についてのお願い 

森豊会員維持・増強委員長 

 

⚫ ロータリー・一口情報 

小林 充ロータリー情報・スター委員長 
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出席報告      奥村隆司 出席副委員長                 

正会員 39 名中 25 名出席．出席率：71.42％ 

先週の補正出席率：71.42％（7/2） 

先々週の補正出席率：70.58％（6/18） 

 

ニコニコボックス報告 

        岩崎 透 親睦・家族副委員長 

 
※印：多額           順不同 敬称略 

 

※服部高宣：おじさん先生出前講座に河田さん、 

沖さん、岩崎さんのスタッフ様にお世話になり 

ました．有難うございました．鈴鹿高校助田 

先生、インターアクトの方々ようこそ． 

※野間芳実：①鈴鹿高校インターアクトクラブの皆 

様を歓迎して．②服部・藤野丸の門出を祝して． 

藤野恵子：鈴鹿高校インターアクターの皆様ようこ 

そお越しくださいました．夏の韓国有意義に過 

ごして下さい． 

若林忠義：男子プロの石川、女子プロゴルフの渋野 

がプレーオフで韓国に勝ちました．韓国に勝っ 

たことが何より嬉しくて． 

川岸光男：鈴鹿高校インターアクトクラブの皆様よ 

うこそ． 

柴田友美：毎年 7 月のお誕生日祝は追手風部屋親方 

と一緒でうれしいです． 

田中 通：ＩＡ委員長の田中です．インターアクタ 

ーの皆さんをよろしくお願いします． 

森 豊：会員増強で皆様の御協力をお願い致します． 

伊藤義一さん、勇さんの卓話楽しみです．奥村 

さん、お子さん誕生おめでとう！ 

大泉源之：インターアクトの先生ほかメンバーの皆 

さんを歓迎します． 

沖 俊成：鈴鹿高校の皆様ようこそお越し下さいま 

した． 

小林 充：第 32 次日中友好桜友の会訪中団、無事 

戻りました． 

世古口弘子：訪中も不安の中無事に行って参りまし 

た．外に出ないとダメですね． 

奥村隆司：6 月の鵜飼い旅行では、準備からお力添 

え頂いた方、当日参加頂いた方ありがとうござ 

います． 

岩崎 透：ニコボックス担当です．本日は少ないと 

思いましたが沢山頂きました．有難うございま 

す． 
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本日のプログラム 

「会員卓話」 

 伊藤義一会員 

 

勇理維子会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ広報委員長 藤井光彦 

 


