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会長時間
会長

森川 和彦

参議院選挙も終わり、政治の混乱もようやく収束しそうで喜ばしいことだと思ってお
ります。さて、１回目の卓話で四つのテストについてお話しさせていただきました
が、少し追加して、私が現在までに勉強したところをお示ししたいと思います。皆様
の理解のたたき台になればと思っております。四つのテストは、原文ではThe Four
way testとなっています。wayというのは手段とか方策ということですので、直訳では
テストのための４つの方策とでもいう意味になるのでしょうか。ご存じのように、testが
単数形でtestsと複数形になっていないことには重要な意味があって、１から４の項目の一つ一つが独立したテストではなく、
全体を合わせて一つのテストと理解すべきものと解されています。このことを表現するために、１から４までの項目を唱和する
際には「ひとつ・・・、ひとつ・・・」と唱和する方法がとられます。日本語訳の４つの項目を見ますと、いずれも原文より抽象化
され、どの項目も独立して行動規範になるような項目になっていますので、日本のロータリークラブの四つのテストとしては、
このような唱和の仕方になるのかなと思っています。ところで、四つのテストの４つの項目の前には、of the things WE think
say or do という文があって、これも含めて四つのテストが成り立っています。日本語版では、「言行はこれに照らしてから」と
訳されています。前回お話ししましたように、四つのテストは、もともとは優良な顧客を獲得するための社員の行動規範であ
って、１から４までのすべての項目がクリアされたときに行動に移すようにという意味とされています。そこで、今年度は、冒頭
の「言行はこれに照らしてから」を述べさせていただいた後に、４項目を唱和させていただく方法をとっています。そして、４
つの項目は一つ一つが独立した項目ではなく全部が一体で一つのテストという意味で、原文に１、２、３、４とナンバリングさ
れているとおり、「一つ、二つ」と唱和させていただくことにしました。不勉強で分かりませんが、原文では、1st 2nd と読む
のかもしれません。この場合は、第１、第２と読むのでしょうか。若干、唱和の言葉としては語呂が悪いような気もしますので、
今年度は今の読み方で行きたいと思います。四つのテストについて、こういう風に考えてみましたということで、ご理解をいた
だければと思います。さて、大之木パストガバナーは、「職業奉仕を強調したロータリーの認知度を向上させる広報活動プロ
ジェクトについてのアンケート」を実施されましたが、その結果の考察の中で、大変有益な示唆をされています。みなさんに
もお読みいただきたいと思いまして、コピーを配布させていただきました。ロータリーとは何か、また、職業奉仕の実践とは何
かについて大変重要なご示唆であると思います。是非、ご熟読のうえ、ロータリーについて考えていただければと思います。

今回の例会（７月３１日）

幹事報告（鈴木幹事）
■例会変更

新 会員 歓迎 夜間 例会
次回の例会（８月７日）
会員卓話

下田 敬三 会員、鈴木 大次郎 会員

・ 広島東南ＲＣ、広島廿日市ＲＣ 「休会」 ８月１２日(月)
・ 広島中央ＲＣ 「夜間例会・並びに野球観戦家族会」
【と き】 ８月６日(火) １７：４５～ [※8/12(月)の変更]
【ところ】 マツダスタジアム
・ 広島RC、広島西南RC、広島安芸RC 「休会」 ８月１３日(火)
・ 広島東ＲＣ 「休会」 ８月１４日(水)
・ 広島西ＲＣ、広島安佐ＲＣ 「休会」 ８月１５日(木)
■お知らせ

出席報告

来客者紹介

（吉田例会運営委員）

（太田原親睦家族委員）

7月24日(水)出席者
会員総数
47名
出席会員
35名
欠席会員
12名
ご来賓
0名
ご来客
2名
ゲスト
0名

7月24日(水)出席者
広島南ＲＣ
1名
広島西南ＲＣ
1名

・ 「広島陵北・広島安佐・広島北ＲＣ合同ゴルフコンペ」を広
島北ＲＣのホストとして開催されます。ご案内を配布してお
りますので、出欠は回覧にてお願いいたします。
【と き】 ９月８日(日) ８：２０集合（８：５１スタート）
【ところ】 千代田ＯＧＭゴルフ倶楽部
【会 費】 ３，０００円 ※当日徴収いたします
・ 次週の例会は「新会員歓迎夜間例会」に変更しております
ので、お間違えのないようご注意ください。（於：リーガロイ
ヤルホテル広島３２Ｆ「ダイヤモンドルーム」１８：３０～）
■ＢＯＸ配布物

・ 2013-14年度会員手帳

【例会】 毎週水曜日(12:30～13:30) ／ リーガロイヤルホテル広島（広島市中区基町6-78） ／ 082-502-1121
【会長】森川 和彦
【事務所】広島市中区基町6-78 リーガロイヤルホテル広島13F
【幹事】鈴木 大次郎 【ホームページ】http://www.ryohoku-rc.jp/

【TEL】082-221-4894
【FAX】082-221-4870

2013年7月31日(水)発行 [page 2]

理事・役員
副幹事

森中 祥二

就任挨拶
奉仕プロジェクト 理事

佐野 隆志

この度、副幹事長を仰せつ

森川会長のテーマ「みんな

かりました森中です。始まっ

でやろうロータリー」のもと、

たばかりですが、早くも欠席

会員全員の参加による奉仕

を致しまして、皆様に大変ご迷惑をおかけし、誠に申し

プロジェクトを計画しております。この１年間、ご協力ご指

訳なく思っております。会長方針の『みんなでやろうロー

導をよろしくお願い致します。

タリー』の基、会員の皆様のご協力を頂きながら、今一度
気持ちを引き締めて副幹事長の役割をこなして参りたい
と思います。本年、一年宜しくお願い致します。

ロータリー財団 理事

山田 和弘
ロータリー財団の使命は、

クラブ運営 理事

高野 憲一郎

貧困を救済することを通じ
て、世界平和を目指すもの

平成２１年５月に、推薦者割

です。国や地区の戦争や紛争などにより、貧困の為に不

方様、推薦同意者小川様

幸にして、医療を受けられない・教育を受けられない

に、なって頂き入会させて

方々の支援や改善を目指すものです。

頂きました。入会した年度と

1.プログラム基金の年次寄付として、 150ドル/人 とする

次年度は親睦家族委員会、その次の年に親睦家族委
員会の委員長を務めさせて頂きました。その次の年は、
副幹事を務めさせて頂き、当時の南條会長の方針の
基、副幹事がニコニコをさせて頂きました。そして、昨年

2.ポリオプラス基金 5ドル/人 を実施する
3.恒久基金 1000ドル以上（ベネファクター）を呼びかける

などです。

度は、ＳＡＡの副委員長を務めさせて頂き、今年度は、ク
ラブ運営常任委員会の理事を務めさせて頂きます。昨
年度の石田様の様に、特に、夜間例会においては、楽

広報 理事

沖田 彰範

しく、かつ、大胆な事はできませんが、会長方針「みんな
でやろう ロータリー」の基、会員全員でロータリーを楽し

広報常任委員会理事を仰

くできるよう、親睦家族委員会と例会運営委員会のメン

せつかりました沖田です。

バーの意見を参考に会員の親睦になる有意義な楽しい

何度も言わせて頂きますが

クラブ例会運営に努めて行きたいと思います。森川会長

まだ入会して10ヵ月のピカピカの新入会員でございま

からお話が有りました、夜間例会では、懇親を深める意

す。ロータリー世界は、返事については「はい」か「Yes」

味から、懇親会が始まれば、席を自由に動けて、色々な

と聞いておりますので、理事という重責を拝命いたしまし

方とお酒を酌み交わし、話が出来るような例会を計画し

た。大先輩いわ<「自分が思うようにすれば良い」との激

てみたいと思います。昨年度同様、たくさんの新入会員
の方に入会して頂ければ、新入会員歓迎夜間例会も増
え、クラブの親睦を図られるのではないかと思います。ま
た、何処か、親睦会が出来る良い場所があれば教えて
頂ければと思います。また、例会の外部卓話者も、この

励をされ、受けた以上は自分が納得出来るところまでは
やってみようと思っておりますので、ご支援ご協力よろし
くお願い致します。広報常任委員会としては、森川会長
の今年度テーマである「みんなでやろうロータリー」の

人に話をして貰えれば参考になるという方がおられれ

「みんな」という言葉に重点をおいて、全員参加する為、

ば、是非、紹介して頂ければと思います。この１年間、一

できる為の広報支援活動を考えて行きたいと思います。

生懸命頑張りますので、宜しくお願いします。

2013年7月31日(水)発行 [page 3]

理事・役員
Ｓ．Ａ．Ａ 理事

就任挨拶
親睦家族委員長

伊藤 弘幸

武田 龍雄

ＳＡＡ理事を拝命いたしまし
た伊藤です。何もわかりま
せんが皆様のご指導を仰ぎ
ながら事業計画の方針、計画に則ってこの一年間行っ
ていきたいと思います。

職業奉仕委員長

木本 薫

まずは
・ニコニコ箱の充実
・静寂かつ活力ある例会
を目標としてまいりますのでよろしくお願いいたします。

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：SMILE BOX
田中照章 会員

下田敬三 会員、瀬川長良 会員

アメリカ在住の娘に７月１７日第２子が誕生しました。私どもに
は五人目の孫となります。元気で育ってくれればと願っており
ます。（大枚）

今回の提案者の下田会員、瀬川会員の名前がありませんでし
た。是非、ニコニコへご出宝お願い致します。

船場誠吾 会員、鹿毛秀之 会員、今枝仁 会員、
吉田高宏 会員、沖田彰範 会員、菅泰晶 会員、
木村茂 会員、太田原学 会員、大場常幸 会員、
陶山ケイ子 会員、中村政英 会員、若林孝光 会員

スイング会で呉の花火大会の企画をしました。往復のバスを
新幹線北口から１８：００に出ます。場所は音戸「汐音」でフラン
ス料理つきです。詳しくは追って連絡します。

木本薫 会員、木村茂 会員

先日、下田前会長と瀬川前幹事の提案で、新入会員で親睦
会をしました。その席で、「スイング会」という同期の会（３年未
満の新入会員）を発足しました。メンバーは、｛船場さん、鹿毛
さん。今枝さん、吉田さん、沖田さん、菅さん、木村さん、太田
原さん、大場さん、陶山さん、中村さん、若林｝の１２名です。
発足の目的は、前年度新入会員数が過去最大であり、これか
らもっとロータリーを知り､共に学び、より良いロータリアンにな
る事です。会の名前の由来は最年長の木村さんを筆頭に頑
張ろうと、木村さんのご職業の、（寝具）とゴルフが好きという事
と、お酒の席での発起会でしたので、寝具→シング→スイング
となりました。是非、みなさんの温かいご指導、ご鞭撻をよろし
くお願いします。

当日計

25,000円

累計

127,000円

