
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

2022-2023 年度 
2023 年 1 月 30 日 第 1900 例会  VOL.45 No.15 通算 1904 号 

四つのテスト（⾔⾏はこれに照らしてから） 

Ⅰ.真実かどうか Ⅱ.みんなに公平か 

Ⅲ.好意と友情を深めるか Ⅳ.みんなのためになるかどうか 

国際ロータリー第 2640 地区 和歌⼭北ロータリークラブ Weekly Report 

IMAGINE ROTARY 

[例会⽇] 毎週 月曜⽇ 12︓30〜13︓30  
[例会場] 和歌山市七番町 26-1 ダイワロイネットホテル和歌山４F 
[事務局] 和歌山市広瀬通丁 3-13-2 コスモ広瀬１F（〒640-8113） 

TEL 073-432-5260 / FAX 073-488 -6665 
HP(URL)http://www.wkitarc.sakura.ne.jp 
E-mail︓wnrcinfo@oak.ocn.ne.jp 

 

2022-23 年度 和歌⼭北ＲＣのテーマ
会 ⻑  平⼭ 裕次郎  
『 』 

--------------------------------------- 
 会   ⻑︓平⼭裕次郎   姉妹クラブ 
 幹   事︓岡⽥義典      東済州 RC 
 会報委員⻑︓松本憲⼆    友好クラブ 
                 ⽔⼾東 RC 
--------------------------------------- 

1 月ロータリーレート︓１＄＝132 円 
☆彡 職業奉仕月間 ☆彡 

------------- プ ロ グ ラ ム ------------ 
◇開会点鐘 12︓30 
◇R ソング「四つのテスト」 
   ᎳᎴᎵᎶピアノ演奏 辻本美恵子さん ᎳᎴᎵᎶ 
       ソング委員会 ︓岩⾒慎⼀君 
◇ご来客紹介 親睦活動委員⻑︓飯塚忠男君 
◇出席報告  出席委員⻑  ︓⽥邉昌也君 
◇会⻑・幹事・委員会・SAA 報告 
◇クラブフォーラム 12︓30〜13︓30 

「第 4 回クラブ協議会 
〜上期活動報告・下期活動計画発表〜」 

      発表︓各委員会 委員⻑ 
◇閉会点鐘   13︓30 
---- 次回の例会 2023 年 2 月 6 日（月）----                  
第 1901 回例会 
☆クラブフォーラム 12︓30〜13︓30 

「平和構築と紛争月間にちなんで」 
     国際奉仕委員会︓和⽥耕司委員⻑ 

------ 前回の例会報告  1 月 23 日（月） ------ 
第 1898 回例会   
○出席報告（会員総数３３名 免除３名） 

 ○出席会員︓２８名  出席率︓９０％ 
○1 月 9 ⽇(月祝)祝⽇休会の為出席率︓０％ 
--------- ビジター報告    ⽥邉昌也君------- 

   
        
        

合計 0 名 

みなさんこんにちは 
まず、今⽇は予想外の出席率に
おどろくのと、感謝を致しま
す。 
いつものように、昼食を準備し
ていて、いつもは余りますが、

本⽇は 2 名分の昼食が不⾜をしてしまいました。
全く予想だにしない出席でありました。久方ぶり
に、群衆のざわめきを、心地よくにぎやかに感じ
た次第であります。そして、私達北ロータリーク
ラブにも、春の訪れが、近づいてきた気がしま
す。今月は職業奉仕月間でありますので、職業奉
仕にちなんでという事で、今⽇は、「4 つのテス
ト」について、簡単にまとめましたので、ご紹介
をしたいと思います。4 つのテストの創案者は、
1893 年⽶国ミシガン州⽣まれのハーバート・J・
テーラーです。シカゴロータリークラブの会員で
あり、ジュエル・ティー社の次期社⻑候補であり
ました。その、ハーブは、1932 年に破産寸前状
態にあったシカゴの調理機器メーカーである、ク
ラブ・アルミニウム社の再建を依頼されました。
ハーブは、報酬の 80％が減収となるのを覚悟
で、自身の会社を辞め、その会社の再建にと、社
⻑就任を受ける事にしました。そして、⾒事に再
建を果たしたのであります。その再建の過程に於
いて、信仰心の厚いハーブは、⼤恐慌の沈滞ムー
ドを払拭するための手段として、社員たちに倫理
的手段の目安となる簡潔な指針を提供するよう
に、神の啓示を求めて祈りを捧げました。その時
は、7 つの項目を唱えていました。ハーブは、こ
れでは⻑いと改め、自問形式の 4 項目にまとめ上
げたのが、今⽇の 4 つのテストであります。ここ
で重要なポイントは、自問形式という事だと思い
ます。先に、自分に問いかけます。⾔⾏はこれに
照らしてから。つまり今⾏っていることから始ま
ります。そしてそれは、『1，真実かどうか、2，
みんなに公平か、3，好意と友情を深めるか、
4，みんなのためになるかどうか』の 4 項目とな
っています。そして、1942 年、当時の国際ロー
タリー（RI）理事のシカゴのリチャード・ベナー
氏が、ロータリーもこのテストを取り入れるべき
だとの提案をしました。RI 理事会は、1943 年 1

  

http://www.wkitarc.sakura.ne.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        「職業奉仕」についてお話す
る前に≪ロータリーとは︖≫ 

         から始めたいと思います。 
         既に言うまでもないですが 
         ①ロータリアン同士の親睦 
                  を基盤に②⽴派なロータリ 

アンを育てながら③価値あ 
る奉仕を通じて、社会に貢献する世界的な団体
である。です。③の「価値ある奉仕」の中で、
最も重要なものが「職業奉仕」であると言われ
ております。なぜなら、仕事と通じて社会に奉
仕する「職業奉仕」の時間こそ、我々ロータリ
アンの⽣活の⼤部分であり、それによって家
族、社員、関連業者なども含めて、⽣活の糧を
得ているからです。 
では、「職業奉仕」をより深く理解する為には、
「ロータリー運動は倫理運動である」ことを理
解しなければなりません。倫理とは「⼈が正し
く歩む道」です。⾮⼈道的、⾮社会的⾏為はせ

ず、世のため⼈のために尽くしなさいというの
が倫理の教えであるということを理解した上で
「職業奉仕」には３つの問題点があります。 
①「職業奉仕と社会奉仕をどのように区別する
か︖」です。 
それは受益者が誰かであるかで区別できます。
奉仕活動によって受益者が自分自身の場合は
「職業奉仕」であり、自分以外の地域の⼈々、
もしくは地域社会の場合は「社会奉仕」であり
ます。例えば、⼤災害が発⽣し地域全体が壊滅
してしまったが、幸いにも⼀軒のパン屋が助か
ったとします。店主は食糧難の被災者にパンを
無料で配ったとします。この場合の受益者は地
域の⼈々ですから、この奉仕活動は「社会奉
仕」です。地域の⼈々は復興後、パンを買うな
ら、まず、地域に無償で配ってくれた店にパン
を買いに⾏くでしょう。この時、初めて「自分
の職業を通じて、社会に奉仕をした」この奉仕
活動によって利益を得ることになり、この奉仕
活動は「職業奉仕」となるのです。ですから、
「社会奉仕」と「職業奉仕」は⼀対のものであ
ると考えても良いのではないでしょうか。 
「最も多く奉仕する者、最も多く報われる」と
いうことになります。 
②「職業奉仕」という言葉の問題です。 
「職業」とはお⾦を儲ける手段です。 
これは「自分のためのもの」です。⼀方、「奉
仕」とは世のため⼈のためのものであって、す
なわち自分以外の「⼈のためのもの」です。こ
のように全く正反対の２つの言葉が１つになっ
て職業奉仕となっているため⾮常に解りにくい
のです。しかしロータリーは奉仕の基礎は職業
倫理に置き、職業の心（自分のためのもの）も
奉仕の心（自分以外の⼈のためのもの）も１つ
の心だと考えます。そのため、１つの心を持っ
て職業を営み、かつ奉仕をすると説いていま
す。 
だから、ロータリーにおいて倫理に反する儲け
は存在しません。ロータリーの職業奉仕を⼀言
で表現するなら「世のため、⼈のために奉仕す
る心を持って職業を営むべし」この言葉こそが
職業奉仕にとって⼀番⼤事な言葉であり基礎で
あります。 
③職業奉仕の実践です。 
ロータリーの職業奉仕の実践は、まず倫理を追
求する例会出席に始まるのです。 
ロータリーの例会は食事をするのに出席するの
ではありません。卓話を聞くために出席し、卓
話を聞いて職業倫理を学ぶのです。 
例会に出席する事により、職業⼈同士の体験
談、知識、知恵等を⽿にし職業倫理を学びあう

月にベナー氏の提案を承認し、4 つのテストを
職業奉仕プログラムの⼀つの構成要素としたの
であります。もっとも、このテストは、今⽇に
おいて、4 ⼤奉仕部⾨の全てに於ける、不可⽋
の要素として認識をされています。ハーブは、
ロータリーの創⽴ 50 周年にあたる 1954-55 年
度、RI 会⻑に就任をした時、4 つのテストの著
作権を RI に移譲を致しました。それが、今⽇
の 4 つのテストの由来となっております。そし
て、これを、如実に実⾏をして、事業の成功を
された、著名⼈の⼀⼈のご紹介をさせて頂きま
す。横浜ロータリークラブ様の卓話引用より、
皆様も良く知っている、「ケンタッキー・フラ
イド・チキン」、「カーネルおじさんカーネル・
サンダース」こと、「ハーランド・サンダース
さん」です。彼は、ロータリーの「4 つのテス
ト」を、自分のビジネスの基本ルールに取りい
れました。その内容は、「1，そのビジネスに嘘
偽りはないか 2，そのビジネスは関係するすべ
ての⼈に公平か 3，そのビジネスは良好な⼈間
関係を作っていくものか 4，そのビジネスは関
係するすべての⼈にとって有益なものなのか」
であります。⼜、お店の前に⽴っているカーネ
ルおじさんの襟元には、ロータリークラブのバ
ッジがついているとの事です。皆様も⼀度確認
をしてはいかがでしょうか。本⽇は、「4 つの
テストの由来について」という事で、会⻑あい
さつとさせていただきました。 
 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
ゴードン R. マッキナリー 
2022-23 年度会⻑エレクト 
South Queensferry ロータリークラブ 
スコットランド、ウェストロージアン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       ≪回覧≫ 
       ・⽥辺 RC「創⽴ 70 周年記念ゴル

フ⼤会」募集案内 
       ・RI第2640地区「第41 回RYLA

研修セミナー」募集事項案内 
       ・⽶山記念奨学会より会報 
・⼀般社団法⼈⽐国育英会バギオ基⾦より会報 
≪報告≫ 
・⽥辺 RC「創⽴ 70 周年記念ゴルフ⼤会」募集案 

内を回覧しています。参加希望の会員様は、３ 
ページ目に参加申込者がございますので全項目 
ご記入頂き、備考欄に同組希望等記入をお願い 
します。また、後⽇参加を申し込まれる方は、 
事務局へ 2 月 2 ⽇(木)までにご連絡下さい。 

・RI 第 2640 地区「第 41 回 RYLA 研修セミナ 
ー」募集事項案内を回覧しています。参加希望 
の会員様は事務局へ 2 月 20 ⽇(月)までにご連 
絡下さい。 

・次週発表の「上期活動報告・下期活動計画書」 
の提出を各委員会の委員⻑様お願い致します。 

・⼀般社団法⼈ ⽐国育英会バギオ基⾦より会報 
を回覧していますので、ご入用の方はお持ち帰 
り下さい。 

≪その他≫ 
・次回の例会は、1 月 30 ⽇(月) 

ダイワロイネットホテル和歌山４F 
12︓30〜13︓30 (プレジール) 

  クラブフォーラム 
「第 4 回クラブ協議会〜 

上期活動報告・下期活動計画発表〜」 
       発表︓各委員会 委員⻑ 
・次週もこの会場にて例会を開催します。会場が 
 変更する事がございますので、ご理解、ご了承 

のほどお願い致します。 

のです。卓話は聞いては忘れ、聞いては忘れて
しまうものなのですが、何度も聞く事により自
分自身が磨かれ、職業倫理が身についてくるの
です。ですから、職業奉仕の実践は例会に出席
することから始まるのです。 
以上が「職業奉仕とは何か」の話です。この３
つの問題点を理解して頂いたならば、職業奉仕
の基礎的な考え方はほぼ理解できるのではない
かと思います。 
 

2023-2024 年度 
RI テーマ 

議題１︓2023-2024 年度 SAA の選出について 

    SAA︓伊與⽥尚宏会員 

議題2︓2023-2024年度理事担当委員会 委員⻑ 

    １、クラブ奉仕委員会︓太⽥恵示会員 

    ２、職業奉仕委員会︓⻘木保誠会員 

    ３、社会奉仕委員会︓桝⾕知樹会員 

    ４、国際奉仕委員会︓和⽥耕司会員 

    ５、⻘少年奉仕委員会︓渡邊孝富会員 

    ６、親睦委員会︓東山 充会員 

７、⽶山記念奨学委員会︓平山裕次郎会員 

議題 3︓2023-2024 年度委員会委員⻑ 

・会員増強委員会︓飯塚忠男会員 

・R 財団委員会︓松本憲⼆会員 

議題 4︓その他 

    ・年末家族会︓12 月 23 ⽇(土) 

     開催場所︓ホテルグランヴィア和歌山 

     開催時間︓18︓00〜 

    ・45 周年委員⻑︓重根康志会員 



 

 

 

 

 

 

 

 

・職業奉仕委員⻑、卓話よろしくお願いします。 
平山裕次郎君 岡⽥義典君 中村博道君 

・ニコニコ箱募⾦。          桝⾕知樹君 
・福⽥委員⻑、卓話宜しくお願い致します。 

和⽥耕司君 
・ニコニコ箱募⾦。          重根康志君 
・ニコニコ箱募⾦。          飯塚忠男君 
・ニコニコ箱募⾦。          岩崎 昭君 
・ニコニコ箱募⾦。          寺本尚弘君 
・ニコニコ箱募⾦。          太⽥恵示君 
・ニコニコ箱募⾦。          松本憲⼆君 
・誕⽣⽇自祝（10 月）         林 孝治君 
 

সহご協⼒頂き有難うございました সহ 
 

***********************************＊ 

和歌⼭北 RC 例会プログラム予定表 
1 月 30 ⽇(月)クラブフォーラム 12︓30〜13︓30 
       ダイワロイネットホテル和歌山４F 
       開催会場︓プレジール 
      「第 4 回クラブ協議会〜上期活動報告・ 

下期活動計画発表〜」 
発表︓各委員会 委員⻑ 

2 月 6 ⽇(月)クラブフォーラム 12︓30〜13︓30 
       ダイワロイネットホテル和歌山４F 
       開催会場︓プレジール 
      「平和構築と紛争月間にちなんで」 
       国際奉仕委員会︓和⽥耕司委員⻑ 
2 月 13 ⽇(月)外部卓話 予定 12︓30〜13︓30 
       ダイワロイネットホテル和歌山４F 
       開催会場︓グラン 
       卓話者未定 
2 月 16 ⽇(木)夜間例会 18︓30〜20︓30 
       ダイワロイネットホテル和歌山４F 
       開催会場︓プレジール 
       会  費︓5,000 円 
2 月 20 ⽇(月)例会変更(2/16(木))の為休会 
2 月 27 ⽇(月)クラブフォーラム 12︓30〜13︓30 
       ダイワロイネットホテル和歌山４F 
       開催会場︓グラン 
       「第 1 回 I.D.M.発表」 
       発表︓各班リーダー 

第 32 回米⼭功労クラブ感謝状授与 

第１回米⼭功労者 
桝谷知樹会員・渡邊孝富会員 

感謝状授与 

第 25 回米⼭功労者︓森本芳宣会員 
第 25 回メジャードナー 
感謝状・ピンバッチ授与 

 


