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本日のお客様 

第３分区 A ガバナー補佐    平山 勝己 様 

千葉西 RC 

     会  長      阿部 紘一 様 

     直前会長      川島 治代 様 

     直前幹事      藤崎 泰裕 様 

     会長エレクト    西川  昇 様 

     次年度幹事     飯高喜代志 様 

千葉中央 RC 

     会  長      栗田  忠 様 

パストガバナー補佐      藤原 勝巳 様 

千葉幕張 RC  

     会  長      寺川 典秀 様 

千葉若潮 RC 

     パスト会長     石井 勝利 様 

     パスト会長     綱島 照雄 様 

千葉北 RC 

     会  長      榎本 初雄 様 

     幹  事      大柳  昭 様 

     会長エレクト    大谷 京子 様 

恒例 例会前の握手タイム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四つのテスト 

田中 仁一 会員 

 
新年度初例会宍倉直前会長の乾杯 

 

 

山本 成人 会長 

 

第３分区Ａガバナー補佐  平山 勝己 

国際ロータリー会長    田中 作次 

第２７９０地区ガバナー  得居  仁 

幹事 吉田 朋令 

会長 山本 成人 

会 長 挨 拶 



 

皆さん今晩は。 

今年度、始まりました。 

本日はお忙しいなか、当クラブ初例会に大勢のお

客様にご出席いただき感謝しております。心より

お礼申し上げます。 

 私は高山 PP の紹介で 8 年前に入会しました。 

当時は、会長になるとは夢にも思っていませんで

した。しかし、現実にここで挨拶をさせて頂いて

おります。でも、会長に指名頂き、任命されたこ

とを感謝しています。 

 本来なら初例会なので、本年度の活動計画と方

針を話すべきなのですが、お客様が大勢いらっし

ゃるので、できるだけ、ご挨拶を頂きたいと思い

ますので本日の挨拶は短くさせて頂きます。 

 ということで、本日は私が考えるロータリーと

はについて簡単に話をさせていただきます。 

 私が考えるロータリーとは、まず職業奉仕があ

ると思っています。職業奉仕の後に、社会奉仕、

国際奉仕が待っていると思っています。ロータリ

アン同士、仕事の助け合いをして、そこで得た利

益等をもってクラブ、社会、国際貢献をするもの

だと思っています。 

 私は、8 年間で、ロータリアンにいろいろな利

益を与えて貨いました。これからも、引き続き、

人生の財産になるものを得ていきたいと思います。 

そして、得たものを奉仕という形で還元していき

たいと思います。 

生意気なことを言いますが、還元の一つとして、

本日より一年間、会長として皆さんのお力を借り

ながらロータリークラブに奉仕していきたいと思

います。 

宜しくお願いします。 

 簡単ではありますが、挨拶とさせて頂きます。 

 

国際ロータリー第２７９０地区第３分区Ａ 

ガバナー補佐 平山 勝己 様 

 

ただいまご紹介いただきました若潮ロータリー

クラブの平山でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。またこのようなスピーチの機会を

いただきまして有難うございます。 

山本会長、吉田幹事 おめでとうございます。千

葉東ロータリークラブの発展の為がんばっていた

だきたいと思います。 

今日は就任の挨拶に何を話そうかと今まで迷っ

ていたのですけれど、月初ですので四つのテスト

の唱和が行われるということで、四つのテストに

ついて少しお話し敦したいと思います。 

この四つのテストは皆さんご存じの通りハーバ

ート・J・テーラーと言う人が唱えたものです。 

彼はある会社に勤めて、根がまじめで勤勉であっ

た為、とんとん拍子に出世して次期社長候補とい

うところまで行ったということであります。 

アメリカはヘッドハンターが盛んな国でありま

してこのときにクラブアルミニュームと言う会社

にヘッドハンターされました。 

しかし実際この会社に行って見ますと、財政状態

が悪く倒産寸前の会社でありました。 

彼はそこでこの会社を再建しようと考えたわけ

であります。 

彼はこの時三つのことを行っております。 

一つは自分の報酬ですが、きめられた報酬の 8

割カットしたそうです。 

もう一つは自分の全財産をこの企業に投資した

そうです。 

そして三つ目は経営陣および従業員の誰もが納

得できるような経営理念を作ったということであ

ります。 

この経営理念が四つのテストであります。しかし

この四つのテストを実行することになりますと大

変な問題が起きたそうであります。 

この会社は大口取引先にはデスカウントして売

っており一般の取引先には正規の値段で売ってい

たそうです。これが＜みんなに公平か＞に反しな

いかということです。 

みんなで協議した結果＜みんなに公平か＞に反

するということで、デスカウントを止めたそうで

す。 

そうしますと大口取引先から取引が中止され、さ

らに財政状態が悪くなる。しかしここはみんなが

新しい経営理念のもとに一致団結して頑張って、

そして危機を脱出したそうです。 

最近経営は企業を発展させること、利益を上げる

ことも大事であるが、継続することがもっと大事

お 客 様 挨 拶 



 

であると言われております。ゴーイングコンサー

ンということですね。 

企業を継続させるためには何が必要かといいま

すと、それは信頼ということだと思います。 

顧客からの信頼、社員からの信頼、世間からの信

頼それが事業を継続するために一番必要なことだ

と思います。 

それではどうして信頼を獲得できるか。それは四

つのテストを実行してゆくことだろうと思います。 

ですから皆さんが朝に晩にこの四つのテストを

唱え、昼に実行してゆくと、皆さんの会社は永遠

に継続してゆくということになろうかと思われま

す。 

 

千葉東ロータリークラブ２０１２－１３年度

初例会に際し以下の方々よりご祝辞、御挨拶

をいただきました。 

千葉西ＲＣ 会長 阿部 紘一 様 

 

千葉中央ＲＣ 会長 栗田 忠 様 

 

千葉幕張ＲＣ 会長 寺川 典秀 様 

 

千葉若潮ＲＣ パスト会長 石井 勝利 様 

 

 

千葉北ＲＣ 会長 榎本 初雄 様 

 

 

 

吉田 朋令 幹事 

 

＊ホテルニューオータニ様よりお中元頂きました。 

＊恩寵園（子供たち）より５月１２日バスハイク

のお礼の文集が届いております。 

＊千葉幕張 RC より第１３回アートフレンズ展事

業実績報告書が届いております。 

＊会員個人の名簿訂正（今年度活動計画書作成の

ため）の用紙をまだの方は事務局まで返送して

ください。 

＊各種セミナーの案内がきております。該当され

る委員長の皆様はご確認ください。 

 

幹 事 報 告 



 

 

誕 生 日 祝 い 

 

良原 PP 高 PP 初山 PP 田中会員 鳴海会員 

結婚記念日祝い 

 

小沼会員     岩田会員 

 

鳴海ＳＡＡ初登場 

なんとか無事終了いたしました 

 

 

 

平山ガバナー補佐様 ・・・・・・ 

千葉西RC様  新年度初例会おめでとうございます。

貴クラブの益々のご発展と会員皆の

ご多幸をお祈り申し上げます。 

千葉中央 RC 様 新年度、初例会を祝しますと共に、

山本会長、吉田幹事のご活躍を祈念

いたします。 

千葉北RC様  新年度のスタートおめでとうござい

ます。山本会長、吉田幹事、頑張っ

てください。 

山本 会長  ・・・・・・・ 

洪 春花 様 ・・・・・・・ 

髙山 会員   平山ガバナー補佐、本日はありが

とうございました。山本会長、吉田

幹事１年間頑張ってください。 

高  会員  誕生日プレゼント感謝します。 

初山 会員  山本会長、吉田幹事一年間宜しくお

願い致します。又、各クラブの皆様

本日の参加大変ありがとうございま

す。 

曽我 会員  山本会長忙しいなか本当にご苦労様

です。一年よろしくお願いします。 

武田 会員  山本会長年度を皆で盛りあげてまい

りましょう。宜しくお願いします。 

宍倉 会員  山本年度の順風満帆の船出を心より

祝します。一年間体調に留意して下

さい。 

吉田(宏)会員 山本会長、吉田幹事、一年間頑張っ

て下さい。楽しい山本年度にしまし

ょう。 

岩田 会員  結婚祝ありがとう。 

飯田 会員  ・・・・・・・ 

李  会員  山本会長、吉田幹事おめでとうござ

います。今年もがんばりましょう。 

佐藤 会員  新会長、新幹事、役員の皆様、本年

の活躍を期待しています。 

小沼 会員  今年度、クラブ会報委員長を拝命致

しました。がんばります。 

に こ に こ B O X

X  

７ 月 の お 祝 い 
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