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District 2640 Japan

会長 山畑 弥生

ＲＩ会長 バリー ラシン

第 1981 回例会
平成 31 年 1 月 21 日(月)
12：30～ 海南商工会議所４F
お誕生、結婚記念日のお祝い
ゲスト卓話 きみの山の恵み研究会代表
キノコ食堂代表 赤阪 恵子 様
１．開会点鐘
２．ロータリーソング
「四つのテスト」
３．ゲスト紹介
きみの山の恵み研究会代表
キノコ食堂代表 赤阪 恵子 様
４．出席報告
会員総数 42 名
出席者数 21 名
出席率 61.90 ％ 前回修正出席率 83.33 ％
５．会長スピーチ
会長 山畑 弥生 君
皆さん、こんにちは！先ず始め
に本日のゲスト赤阪恵子様、よう
こそお越し下さいました。
赤阪様は、元野上小学校の先生
で私の娘がお世話になりました。
退職後は、地域発展の為に大変ご
活躍でいらっしゃいます。後程、
改めて小椋さんよりご紹介頂き、その後スピーチ宜
しくお願い致します。それから 1 月 7 日の新春夫婦
例会では、親睦委員長さん始め、委員の皆さんご苦
労様でした。お陰様で盛会裏に終えられ心から感謝
致します。また、当日新入会の森脇さん、楠部さん
には、一日も早く皆さんと打ち解けて頂けますよう
願って親睦委員をお願い致します。
さて、今月は、職業奉仕月間ですので本日ロータ
リーソング「四つのテスト」を歌って頂きましたが、
初めて耳にする方も多いかと思います。
この四つのテストは 1932 年にシカゴＲＣ会員の
ハーバー・テーラー氏が、倒産寸前のアルミニウム
製品会社の社長に就任し、正しい営業活動を行えば
必ず会社が再建できると考え提示しました。社員全
員がこれを遵守し改善を続け 5 年後には借金を完済、
15 年後には株主に多額の配当を分配するまでにな
ったそうです。そして 1954 年に彼がＲＩ会長に就
任した時に、その版権がロータリーに寄付され世界
四つのテスト
①真実かどうか
②みんなに公平か

言行はこれにてらしてから

③好意と友情を深められるか
④みんなのためになるかどうか

http://www.kainaneast-rc.jp

幹事 中村 俊之

ＳＡＡ 田岡 郁敏

100 ケ国以上の言葉に翻訳され広く活用されていま
す。日本ロータリーでは 1954 年に全国のクラブに
日本語訳の応募を呼びかけ 70 数件の応募の中から
東京 RC の本田 親男氏 当時毎日新聞社長の翻訳版
が採用されました。それでは皆さんのお手元にお配
りしています資料「四つのテストの意味と解釈」を
ご覧ください。
【四つのテストの意味と解釈】
四つのテストとは、ロータリアンの道徳的指標です。
特に事業や職業生活の面で活用することが相応し
いとされています。
The Four-Way test
【解釈】「事業を繁栄に導くための四通りの基準な
らば、The Four－Way testｓと複数形になりますが、
これが単数形なのは四つ纏めたものを一つの基準
として、その全ての基準をクリア―しなければなら
ないことを意味しています。
1.Is it the truth? 真実かどうか？
「嘘偽りがないかどうか」（商取引において、商品
の品質、納期、契約条件などに嘘偽りがないか）と
いう意味です。
【解釈】真実というのは「80％の真実」という言葉
が示すように、人間の心を通じたアナログ的判定で
あるのに対し、事実とは有ったか無かったかの二者
択一を迫るデジタル的判定ですから、ここでは「事
実」言う言葉を用いるべきでしょう。
2.Is it fair to all concerned? みんなに公平か？
（みんなに公正か）
「すべての取引先に対して公正かどうか」という意
味です。
【解釈】fair は公平ではなく公正と訳すべきで、公
平とは平等分配を意味するので、例え贈収賄で得た
unfair＝不正なお金でも平等に分ければ、それで良
いことになります。
all concerned は、all だけが訳されており、肝心
の concerned が省略されています。この concerned
は取引先を指すのは明白です。
3.Will it build goodwill and better friendship?
好意と友情を深めるか
「商取引が店の信用を高めると同時に、より良い人
間関係を築き上げて、取引先を増やすかどうか」と
いう意味です。
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【解釈】goodwill は単なる好意とか善意を表す言葉
ではなく、商売上の信用とか、評判を表すと共に店
の暖簾や取引先を表します。
4.Will it be beneficial to all concerned?
みんなのためになるかどうか？
「商取引によって、全ての取り引き先が適正な利潤
を得るかどうか」という意味です
【解釈】商取引において適正な利潤を追求すること
は当然なことであり、決して恥ずべきことではあり
ません。Benefit は儲けそのものを表す言葉ですが、
売り手だけが儲かった、又買い手だけが儲かったの
では公正な取引とは言えません。
（RI2680 地区 田中 毅 PDG RC の源流より抜粋）
この四つのテストは、生活や仕事の場で覚えてお
くべきロータリーの基本理念です。そして、ロータ
リアンのみならず一般の職業人にも理解出来るよ
うに、簡潔、且つ的確にまとめられ、政治や宗教に
関係なく全ての人々の倫理的指針ともなりますの
で日々ご活用頂き、より多くの人々に広めて頂けれ
ばと思います。
６．幹事報告
幹事 中村 俊之 君
○例会臨時変更のお知らせ
和歌山南ＲＣ
2 月 15 日（金）→2 月 15 日（金）
18：30～ダイワロイネットホテル和歌山
（和歌山東南ＲＣとの合同例会）
和歌山北ＲＣ
2 月 25 日（月）→2 月 25 日（月）
18：30～ルミエール華月殿６Ｆ
夜間例会
○休会のお知らせ
海南ＲＣ
1 月 30 日（水）
和歌山城南ＲＣ 1 月 31 日（木）
和歌山中ＲＣ
2 月 8 日（金）
海南西ＲＣ
2 月 14 日（木）
○事務所移転による住所変更のお知らせ
粉河ＲＣ
新事務局住所
〒649-6531 紀の川市粉河 777-1 和心庵
電話番号・ＦＡＸに変更なし
７．委員会報告
○国際奉仕委員会
委員長 寺下 卓 君
3 月 24 日から 27 日の日程で、フィリピン・セブ
島を訪問します。ＦＡＸで案内していますので、皆
さんの参加をお願いします。
○８マル会のゴルフコンペ
桑添 剛 君
１月２７日にサンリゾートＣＣでコンペを行い
ます。詳細は案内のとおりです。
８．米山功労者の表彰

阪口 洋一 君

９．ゲスト卓話

きみの山の恵み研究会代表
キノコ食堂代表 赤阪 恵子 様
○ゲスト紹介：小椋 孝一 君
赤阪さんは、昭和 39 年から平成 16 年まで、小学校
の先生として教鞭をとられ、退職後は、紀美野町で
民生委員、認知症キャラバンメイト、社会福祉協議
会評議員、災害ボランティア役員や民泊協議会会長
など地域のための多くの役職を務められ、平成 30
年には、キノコ食堂（子ども食堂）を立ち上げまし
た。更に、志賀野地区で区長や老人会長などをする
傍ら、交流サロンを立上げるほか、きみのやまの恵
み研究会でイタドリの商品化に取り組んでいます。
--------------------------------------------みなさん、こんにちは。キノ
コ食堂（子ども食堂）への支援
をいただき、有難うございます。
大切に活用させていただきます。
私はボランティア活動に取り
組んだ切欠は、教員で勤務して
いた頃、地元の行事や活動にも
参加できなく、この間、近所の人たちが掃除や地域
活動を行ってくれ、お世話になっていました。そし
て、退職後、地域のために何かできることがないだ
ろうかとヘルパーの勉強を始め、一軒一軒、地区の
住民に聞き取りをしたところ、高齢者の交流の場が
ほしいとの声があり、交流サロンを立ち上げました。
聞き取り調査で分かった事は、一人暮らしの方が
13％、二人暮らしの方が 34％。75 歳以上の方が 31％、
65 歳以上の方が 24％、合わせて 55％が高齢者です。
また、国民年金（1 ヶ月 65,000 円）で生活してい
る人が 68％もいます。田舎で畑をしながら、少ない
収入で生計をたてます。こんな現状が見えてきまし
た。早速、協力をしてくれるボランティアの仲間を
募り、ビラ配りから始めました。31 名の参加があり、
手で編みものをするほか、ぞおり作りなどを行いま
した。楽しく自分でできることに取り組む。こうし
た輪が広がり、現在、参加者は 48 名になっていま
す。
キノコ食堂は、一般的なこども食堂で言われてい
るような「貧困、孤食」といった事ではなく、地域
の世代間の交流、Ｉターンの人の参加など、多くの
住民を仲間に迎え入れる地域のコミュニティーの
場として、一緒に食事を楽しむことを目的に始めま
した。私の教え子やそのお母さんなど、20 名のボラ
ンティアの人たちの協力のほか、リラ、海南高校、
和歌山大学の学生さんも参加してくれるようにな
りました。毎回、100 食前後の食事を作ります。殆
どが寄付や材料提供に頼っていますが、仕入れも必
要になります。皆さんの協力で成り立っています。
私は今、癌と戦っています。後継者作りも課題です。
ただ、徐々にですが、こうした取り組みの成果が出
て、今は多くの大人が子どもの「見守り、声かけ」
に協力してくれるようになっています。
10．閉会点鐘

次回例会 2019 年 1 月 28 日（月）
第 1981 回例会 12：30～ 海南商工会議所４F
ゲスト卓話 弥勒 多加志(みろく たかし)様

1 月のお祝い
奥様・旦那様誕生日
７日 魚谷 佳加 様
結婚記念日
10 日 阪口 洋一 君
30 日 角谷 太基 君
奥様を偲ぶ
花畑 千富 様
一般ニコニコ
深谷 政男 君 赤阪さん、卓話ご苦労様です。
山畑 弥生 君 赤阪様、本日、卓話よろしくお願
いします。
中村 俊之 君
〃
田岡 郁敏 君
〃
小椋 孝一 君
〃
花田 宗弘 君 先週、和歌山大学観光学部の学生
と熊野古道を歩いて来ました。

2019-20 年度 RI 会長がテーマを発表
「ロータリーは世界をつなぐ」
マーク・ダニエル・マロ
ーニー国際ロータリー会
長エレクトは、より力強い
ロータリーを築くための
ビジョンを発表し、地域社
会とのつながりを広げる
ために、革新的な会員モデ
ルを導入していくことを
クラブのリーダーに呼び
かけました。
ジケーター・ロータリー
クラブ（米国アラバマ州）会員のマローニー会長エ
レクトは 1 月 14 日（月）、米国カリフォルニア州サ
ンディエゴで開催中の次期ガバナーエレクトへの
研修行事である国際協議会で、2019‐20 年度の会長
テーマ、「ロータリーは世界をつなぐ」を発表しま
した。
「最初の強調事項はロータリーを成長させるこ
とです。私たちの奉仕活動やプロジェクトのインパ
クトを成長させること、また、最も重要なのは、こ
れからより多くのことを達成するために、会員を増
やすことです」とマローニー会長エレクトは述べま
した。

ロータリーで
の経験の中核に
あるのは「つなが
り」であるとマロ
ーニー会長エレ
クトは信じてい
ます。「ロータリ
ーで私たちは、お
互いの違いを超
え、深く、意義あるかたちでお互いにつながること
ができます」とマローニー会長エレクト。「ロータ
リーは、ロータリーがなければ出会うことがなかっ
た人びと、職業上の機会、私たちの支援を必要とす
る人たちとのつながりをもたらしてくれます」
さらに、多様な会員から成る会員増強委員会を設
立することで、現在クラブに反映されていない地域
社会の人たちを特定するようすべてのロータリー
クラブとローターアクトクラブに促しました。
また、「ユニークなネットワークを駆使するロー
タリーを通じて私たちは、人類の素晴らしい多様性
とつながり、共通の目的において末永く続く深い絆
を創り出します。世界がこれまで以上に分断する今
日、私たち全員をつなぐのはロータリーです」と続
けました。
会長エレクトはさらに、忙しい職業人や家族の都
合でも忙しい会員にもリーダーの役割を果たして
もらえるよう、さまざまな例会の内容や奉仕プロジ
ェクトの機会を提供するよう促しました。
「ロータリーでの活動と家族との時間が競合せ
ず、互いに補完し合うような文化をつくっていく必
要があります」と会長エレクト。「これには、現在
の文化を変えるための現実的なステップを取るこ
と、つまり、期待値を現実的に受け止め、スケジュ
ール作りを熟考し、すべてのレベルのロータリー行
事に子どもを受け入れることを意味します」

国連との関係
2019‐20 年度、ロータリーは世界中で会長主催会
議を主催します。この焦点は、国連との関係と、多
くのロータリー奉仕プロジェクトが支援する国連
の持続可能な開発目標です。詳しい情報は、7 月に
発表されます。
2020 年、国連はその創設と平和の推進という使命
に基づいた活動の 75 周年を迎えます。ロータリー
は、国連憲章につながった 1945 年のサンフランシ
スコ会議で相談役を務めるために米国が招へいし
た 42 の組織の一つでした。それから何十年もの間、
ロータリーは世界中の人道的課題に取り組むため、
国連と共に活動してきました。国連は今日、ロータ
リーに対し、非政府組織の相談役に対して与える中
で最高の立場を認めています。
マローニー会長エレクトは次のように述べまし
た。「ロータリーは、より健康で、平和で、持続可
能な世界に対する国連の継続したコミットメント

を共有しています。また、ロータリーはほかの組織
にはかなわないものを提供します。それはつまり、
奉仕と平和という精神の下に世界中の人びとがつ
ながることができ、目標に向かって意義ある行動を
起こすことのできるロータリーのインフラです」

1 月 職業奉仕月間について
「職業奉仕」という概念
「ロータリーの目的」は、ロータリーの存在目的
とロータリアンの責務について記した哲学的な声
明です。職業奉仕は、「目的」の第 2 項を土台とし
ており、この項で、ロータリアンは次のことを奨励
し、育むことが求められています。
•職業上の高い倫理基準
•役立つ仕事はすべて価値あるものという認識
•社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職
業を高潔なものとすること
職業奉仕はどのように実践できるでしょうか。い
くつかの方法をご紹介します。
•例会で、各会員が自分の職業について話し、互い
の職業について学び合う
•地域社会での奉仕プロジェクトで職業スキルを生
かす
•高潔さを重んじて仕事に取り組み、言動を通じて
模範を示すことで倫理的な行動を周囲に促す
•若者のキャリア目標を支援する
•専門能力の開発を奨励し、指導する
職業奉仕はロータリーの核心であり、世界中の地
域社会で奉仕を行う土台となるものです。
高潔性と倫理
ロータリーでは、高潔性と高い倫理を重視してい
ます。その中でロータリアンによって生みだされた
のが、「四つのテスト」と「ロータリアンの行動規
範」の 2 つであり、職場や生活のあらゆる場面で倫
理的行動を実践するための指針となっています。

会員には、職業スキルを奉仕に生かし、自らの職
業をクラブで代表するとともに、職場においてもロ
ータリーの理念を実践する責務があります。

職場で高い倫理基準を推進するために
事業や専門職務のリーダ
ーであるロータリアンは、職
場や地域社会において模範
を示し、高い倫理基準を推進
することのできる立場にあ
ります。ロータリアンは、次
のような方法で倫理を実践し、奨励できます。
・従業員の雇用、研修、指導において、誠意、責任、
公平さ、尊重について説明し、その重要性を強調
する。
•仕事仲間による模範的な行動を称え、奨励する。
•顧客、業者、仕事関係者と接する際は、高い倫理
基準を遂行し、思いやりと熟慮をもって行動する。
•ビジネスや組織において、社会的・環境的に責任
ある慣行を推進する。

現会員、新会員への教育の機会を設ける
･四つのテスト」や「ローアリアンの行動規範」の
重要性について話し合いましょう。
･倫理的な課題を含むシナリオに基づいて話し合う
ワークショップを行いましょう。
･ビジネスや職業において、高い倫理基準に即して
行動している人を表彰しましょう。
･若い世代が充実したキャリアを積み上げていける
よう、会員による就職相談会や、ワークショップ、
職業開発セミナーを開きましょう。

職業研修と職業スキルの向上
職業人同士の交流を目的として設立されたロー
タリーでは、より良い地域社会を築くために、職業
やビジネスにおけるリーダーが力を合わせ、アイデ
アを交換し、協力関係を築くことの重要性を強調し
ています。ロータリー会員は、職業に関するスキル
研修とサポートを人びとに提供することを通じて、
自らの職業スキルの向上にも努めています。
･ビジネスネットワークの拡張と職業スキルの向上
を目的とした地域イベント
･キャリア相談会
･次世代の意欲を高める

ロータリアンの行動規範

職業研修チーム

「ロータリアンの行動規範」は、すべてのロータ
リアンが事業や専門職において指針とできる、倫理
的行動の枠組みとなるものです。ロータリーの職業
奉仕では、地域社会のニーズに取り組み、支援を必
要とする人たちが自らの力で生活を立てていける
よう支援するために、職業の知識とスキルを活用す
ることが求められます。

ロータリーの職業研修チーム（VTT）は、実地参
加を通じて職業奉仕を行う機会です。職業の専門知
識やスキルを有するメンバーで構成されるチーム
は、訪問先で知識を深めたり、研修を実施したりし
ます。また、現地の人びとや地域全体の知識やスキ
ルを高めることで、地域社会の人びとが自力で問題
を解決できるようになり、持続的な変化がもたらさ
れます。ロータリアンは、VTT への参加を通じて、
文化交流や国際親善だけでなく、訪問の後にも持続
する影響を残すことができます。

スキルと職業
職業とそのスキルの重要性を認識するロータリ
ーには、多様な職業や経験をもつ会員がおり、地域
社会のさまざまな職業、ビジネス、団体とのつなが
りを生かした活動が実践されています。
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