
 

 

点 鐘・ソング 奉仕の理想 
 

―会 長 挨 拶― 
谷田川 敏幸会長 

 
 

皆さんこんにちは。本日も例会出席ありがとうござ

います。 

お陰様で腰痛も少し良くなりました。ご心配をお掛

けし申し訳ございませんでした。 

先週の例会後、新井研修リーダーを中心に、新入会

員セミナーを開催させて頂きました。メンターの方も

多数ご参加頂き、新井研修リーダーからロータリーの

いろはにつきましてご説明賜り、新入会員の皆様も少

しずつロータリーの理解が深まったと思います。 

私からも奉仕事業や親睦事業につきまして、お話し

させて頂きましたが、新入会員の皆様から今後どの様

な活動が出来たら良いか質問をさせて頂きました。 

その中で、親睦事業について、ゴルフだけで無く他

に皆さんが参加できる親睦が出来ないかという投げ

かけがあり、意見を求めたところハイキング的な事業

が出来たら良いのでは無いかという事が出され、例え

ばみかも山あたりから実施したらどうかという意見

もございました。今後、飯塚委員長を中心に前向きに

検討することになりました。 

翌日の土曜日はイルミネーション設置作業を行い

ました。多くの皆様の参加ありがとうございました。

ただ、館林高校やＪＣの活動と重なってしまい、そち

らの参加者が普段より少なく、予定より少し時間がか

かってしまい、終了が夕方の５時くらいになってしま

いました。大変お疲れ様でした。そして今回からボー

イスカウトの皆様のご協力を得られ、制服を着て交通

整理をしていただき、館林高校の先生からは生徒の安

全が保てて、安心しましたとのお言葉を頂きました。 

今回も苦労をして取付けをしたことが、約3ヶ月間

市民の皆様に楽しんでもらえる事は大変嬉しいこと

だと思います。 

一昨日、米山奨学生の韓 陶磊君が日本に帰ってこ

られたそうです。現在板倉のアパートで自主隔離をし

ていて、２週間後異常が無ければ例会に参加したいと

のことです。比較的、中国は安全な国ですので感染は

無いと思いますが、ご心配される方もおられると思い

ますので、某所においてPCR検査を受けられるよう段

取りをしております。 

過日ご案内を致しましたが、横田先生のご配慮でイ

ンフルエンザ予防接種を受けることが出来ます、事前

予約が必要ですが、間もなく締め切りとなります。ご

希望されます方は、本日中に事務局まで申し出をお願

い致します。 

本日の講話は宮内敦夫パストガバナーです。先生は

大変引き出しの多い方ですので、楽しみにしておりま

す。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

 

―米山功労クラブ感謝状― 

 

 
 

 ロータリー米山記念奨学会より、米山功労クラブとし

て、感謝状が授与されました。 

 

 

R.I加盟承認 １９５８年６月２日 

Club ID  １３９５６ 

２０２０年１１月２７日(金) 第３０５４回例会報告（Ｎｏ，１９） 

館林ロータリークラブ会報 

ロータリー２０２０～２０２１度 

  ロータリーは機会の扉を開く  
第２８４０地区 ２０２０～２０２１年ロータリーのテーマ 
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―会員スピーチ― 
 

紹介：プログラム・健康増進委員会 

根岸 利正委員長 

 
 

 

小暮 高史会員 

 
 

 

 

―本日のお食事― 

 
 

 

 

 

―会務報告― 
谷田川 敏幸会長 

 
          

Ｒ ２．１１．２０（金） 

クラブ新入会員セミナー          

 於・ジョイハウス 

 参加者 谷田川敏幸・本島克幸・新井 進・毛塚 宏 

     荒木千津子・飯塚一成・上野和路・中村研司 

     根岸利正・矢島孝昭・山本 樹・中世吉昭 

     羽鳥紫乃・藤島 厚・本間美儀男・本島勝則 

     菊地晴美 

Ｒ ２．１１．２１（土） 

イルミネーション設置作業          

於・館林駅前通り 

 参加者 谷田川敏幸・本島克幸・石川長司・毛塚 宏 

小池敏郎・小暮高史・小堀良武・関井宏一 

関口 昇・瀬山欣春・中世吉昭・中村研司 

長柄 純・根岸利正・羽鳥紫乃・松本耕司 

宮内敦夫・矢島孝昭・山岸孝昭・山本 樹 

     館高生８名・先生１名・ＪＣ４名 

ボーイスカウト１５名 

 

今後の予定 

Ｒ ２．１１．２８（土） 

足立年度 第１回ガバナー補佐会議 

       対象者 次年度ガバナー補佐        

於・ロイヤルチェスター前橋 

Ｒ ２．１２．３（木） 

ガバナー公式訪問後 ５クラブ合同懇親会   

於・ジョイハウス 

  対象者 会長・幹事・会長エレクト・地区役員 

地区委員・次年度ガバナー補佐・事務局 

Ｒ ２．１２．４（金） 

年次総会                 

於・ジョイハウス 

Ｒ ２．１２．５（土） 

野鳥の森清掃活動   

於・東武トレジャーガーデン駐車場東側 

Ｒ ２．１２．５（土） 

女性フォーラム         

於・ホテルメトロポリタン高崎 

       対象者 女性会員 



 3 

Ｒ ２．１２．５（土） 

米山面接官オリエンテーション 

対象者 地区委員           

 於・ホテルメトロポリタン高崎 

Ｒ ２．１２．５（土） 

米山学友会忘年会        

於・ホテルメトロポリタン高崎 

    対象者 米山カウンセラー・米山記念奨学生 

Ｒ ２．１２．５（土） 

イルミネーション点灯式         

於・館林駅ロータリー 

Ｒ ２．１２．６（日） 

ＲＬＩセミナー パートⅢ      

於・前橋問屋センター会館 

     対象者 会長エレクト・副幹事・地区委員 

Ｒ ２．１２．１２（土） 

第１回ガバナー補佐・委員長予定者合同会議 

於・ロイヤルチェスター前橋 

Ｒ ２．１２．２６（土） 

クリスマス家族会             

                 於・ジョイハウス 

Ｒ ３．２．２０（土） 

イルミネーション撤去作業         

                 於・館林駅前通り 

Ｒ ３．４．２１（水） 

第４分区Ａ・Ｂ１０ＲＣ親睦ゴルフ大会 

於・太田双葉カントリークラブ 

Ｒ ３．６．１２（土）～１６日（水） 

国際大会             於・台湾 台北 

 

―幹 事 報 告― 
本島 克幸幹事 

 
 

１．例会場・例会時間の変更 

◆館林西ＲＣ   

１２月１５日（火）→ 移動例会 

     創立４０周年記念事業「野外温度計寄贈式」 

          時 間 １３：３０ 

          会 場 邑楽町民体育館敷地内 

     １２月２９日（火）→ 休 会 

◆館林東ＲＣ   

１２月２日（水）→ 通常例会 

（例会終了後クラブ総会） 

     １２月９日（水）→ 休 会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

     １２月１６日（水）→ 休 会 

（定款第７条第１節（ｄ）により） 

     １２月２３日（水）→ クリスマス家族例会 

             点 鐘 １８：００ 

             会 場 ジョイハウス 

     １２月３０日（水）→ 休 会 

（クラブ細則により） 

２０２１年 １月 ６日（水）→ 新年例会 

             点 鐘 １８：００ 

             会 場 第 五 

◆館林ミレニアムＲＣ    

１２月 ３日（木）→ ガバナー公式訪問例会 

             点 鐘 １５：３０ 

    １２月２４日（木）→ １２月１４日 

クリスマス例会 

             点 鐘 １８：００ 

             会 場 ジョイハウス 

    １２月３１日（木）→ 休 会       

２０２１年 １月 ７日（木）→ 新年例会 

             点 鐘 １８：３０ 

             会 場 ジョイハウス 

◆太田中央ＲＣ       

１２月１１日（金）→ 休 会 

    １２月１８日（金）→ 夜間例会 

             点 鐘 １９：００ 

             会 場 ダニエルハウス 

    １２月２５日（金）→ 休 会 

◆伊勢崎南ＲＣ      

１２月１５日（火）→ クリスマス夜間例会 

             点 鐘 １８：３０ 

             会 場 プラザアリア 

    １２月２９日（火）→ 休 会 

（クラブ規定により） 

◆碓氷安中ＲＣ       

１２月２４日（木）→ 休 会 

    １２月３１日（木）→ 休 会 

 

２．会報、週報 

 

３．その他 

◆ガバナー事務所 

第１回ガバナー補佐・委員長予定者合同会議のご案内

【日 時】１２月１２日（土）  

登 録 １１：３０～ 

       昼 食 １２：００～１２：３０ 

       会 議 １２：３０～１６：００ 

      【会 場】ロイヤルチェスター前橋 

 

◆（公財）ロータリー米山記念奨学会 

   米山功労クラブ感謝状のご送付 

     【表彰年月】 ２０２０年１０月 

     【表彰回数】 第３５回 米山功労クラブ 
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― 委員会報告 ―     

 
クラブ会報・広報委員会 

中世 吉昭委員長 

 
 

本日配布されました“ロータリーの友 12 月号”の記事

を一部紹介させて頂きます。 

“どうなる？クラブの今後”という特集が組まれており

ます。当クラブは皆様のお力で会員数が増加しておりま

すが、全国的には増加は 12％だけで、減少は 45％、変

化なしが 43％で、多くのクラブがご苦労なさっている

ようです。その状況を打開し、活性化する為の各クラブ

の様々な取り組みや、ご意見が紹介されており、とても

参考になりました。御一読いただければと思います。 

あと、「ロータリーの友」のロータリー・アット・ワー

クのコーナーに“イルミネーションの点灯事業“を紹介

する記事の投稿を準備しておりますので、ご報告いたし

ます。 

 

プログラム・健康増進委員会 

横田 善次副委員長 

 
 

 インフルエンザワクチンをロータリークラブ用に 40

名分用意してあります。まだ余裕がありますので、ご家

族の方にも摂取する事が可能です。ご希望の方は事務局

にご連絡下さい。 

 

 

親睦活動委員会 

飯塚 一成委員長 

 
 

 本日例会終了後、クリスマス家族例会についてインフ

ォーマルミーティングを行いますので、御参加をお願い

致します。 

 

出席・ニコニコ BOX委員会 

矢島 孝昭委員長 

 
 

例会出席報告 

    通算３０５４回例会 

会 員 数 

出席率算出会員数 

５３名 

５２名 

出 席 者 数 ３１名 

欠 席 者 数 ２１名 

出 席 率 59.62％ 

前前回修正 78.85%～88.46％ 

 

ヽ(^。^)ノニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 

 

☆谷田川 敏幸会長        大変 

 本日は宮内パストガバナーのお話しが聞けま

すので、楽しみにしています。 

☆石川 長司副会長 

 本日は宮内敦夫パストガバナーに講話をして

頂きます。宜しくお願い致します。 
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☆宮内 敦夫パストガバナー 

今日は、卓話させて頂きます。宜しくお願い致しま

す。 

☆齊藤  要会員  

 一昨日館林市、館林市議会の主催で叙勲のお祝いを

して頂きました。ロータリーの会員の皆様にも御参加

頂きお世話になりました。有難うございました。           

☆小暮 高史会員         大変 

 会員スピーチをさせて頂きますので。 

☆山本  樹会員 

 先日、日本生命さんの調査で、今年生まれた新生児

の名前.ランキングで「樹」が男の子で２位になり

ました。ただし残念ながら読み方は、「いつき」 

「たつき」で「しげる」ではなかったようです。 

☆根岸 利正会員 

 本日は、宮内パストガバナーに卓話をして頂きます。

よろしくお願いいたします。 

☆矢島 孝昭会員 

 本日は宮内パストガバナー、卓話宜しくお願いしま

す。また、来週より１２月です。皆様お忙しいと思

いますが、引き続き出席宜しくお願いします。 

 

 

― 卓 話 ― 

 

紹介：プログラム・健康増進委員会 

根岸 利正委員長 

 

宮内 敦夫パストガバナー 

 
 

４つのテストについて 
 

1. ロータリークラブの誕生 

創設は 1905年 2月 23日、シカゴクラブ 

ポール・ハリスがはじめたロータリークラブは、取

引と情報交換を目的とした Fellowship（親睦、同志

の集まり）であった。ロータリークラブは、職業倫理

の欠如が目につく 20世紀に入ってまだ間もない 1905

年、米国イリノイ州シカゴの青年弁護士ポール・ハリ

スが「友情とビジネスを混ぜ合わせたら、友情もビジ

ネスも増えるのではないか」というアイディアを基に

して、3人の友人（石炭商シルベスター・ハリス、鉱

山技師ガスターバス・ローア、洋服商ハイラム・ショ

ーレー）と語り合って発足させたものです。 

ポールは、同業者間の親睦の難しさを痛感していた

ので、競争相手とならない友人の輪をつくりだそうと、

会員を一業種一人に制限したのです。これが、ロータ

リーの職業分類制度の始まりです。 

これによって、他の会員から商売上の利益を得るこ

とを目的として入会したような人でも、クラブ内の温

かい雰囲気に包まれて、利益よりもっと満足できるも

の、すなわち「親睦」を見いだすことが出来るように

なりました。他の職業の会員と話し合い、友情を育て、

互いに協力して地域が抱えるいろいろな課題の解決

を支援できるようになったのです。 

  1906年、ドナルド・カーターが「会員の利益し

か考えず、社会に貢献をしない団体には入りたくな

い」といい、社会貢献を喚起した。1917年ロータリ

ー会長アーチ・クランフは「世界でよいことをする」

ための基金を設けることを提案し、翌年ロータリー財

団の設立が承認された。 

 

2.  四つのテストの誕生 

1932年、ハーバート J．テーラー作 

ロータリーの哲学を端的に表現し、職業奉仕の理念

の実行に役立つものとして、四つのテストがあります。

このテストは、シカゴ RCの会員であり、後にロータ

リー創始 50周年(1954－55)に、国際ロータリー会長

を務めたハーバート J．テーラーが、1932年の世界

大恐慌のときに考えたもので、商取引の公正さを測る

尺度として、以後、多くのロータリアンに活用されて

きました。 

  彼は、シカゴに本拠をおくジュエル・ティー（Jewel 

Tea）株式会社の代表役員でしたが、1932年にクラ

ブ・アルミニウム（Club Aluminum）製品株式会社を

破産の危機から救ってほしいと要請され、クラブ・ア

ルミニウム社に移り、この会社を再生させる決心をし

たのです。大不況の中で、低迷している会社を再生さ

せるには、会社の中に、同業者にはない何かを育成し

なければならないと考えて、テーラーはその何かに社

員の人格と信頼性と奉仕の心を選んだのです。そし

て、社員育成の指針として会社の全従業員が使えるよ

うな倫理上の尺度として作られたのが「四つのテス

ト」でした。 

テーラーの会社の 4人の部長は、それぞれ宗教的立

場が違いましたが、全員、このテストが、自分の信じ

る宗教に合致するだけでなく、会社や個人の生活にも

模範となる価値観を与えてくれると述べたというこ

とです。「四つのテスト」は簡単な言葉ですが、クラ

ブ・アルミニウム社の苦境脱出の基盤となりました。 

会社の広告も、テストに照らし合わせて検討し、最

上、極上などの表現を避け、製品の実際の姿を手短に
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述べるかたちに変わりました。ライバル会社への非難、

悪口は、広告や販売推進パンフレットから姿を消しま

した。従業員は四つのテストを暗記するよう求められ、

やがて、テストは、仕事のあらゆる面における指針と

なりました。 

その結果、信頼と好意の雰囲気が、取引先や顧客や

従業員の中に育まれ、会社の業績が次第に好転してい

きました。5年後の 1937年までに 40 万ドルの負債は

利子とともに完済され、その後の 15 年間で、会社は

株主に対して 100万ドル以上の配当を行い、その資産

は 200万ドル近くになりました。テストによって自分

の生き方が変わった、と述べる手紙が数えきれないほ

どハーバート テーラーのもとに寄せられたとのこと

です。 

 

3. 会社の社訓からロータリーの倫理指針へ 

 国際ロータリー理事会は、1945年 1月に、「四つ

のテスト」にロータリークラブの注意を喚起すべきで

あると決定するとともに、2004年の規定審議会にお

いて「四つのテスト」を明記した決議を行っておりま

す。「四つのテスト」は職業奉仕の理念を端的に表す

ものとして、国際ロータリーにより多くの言語で翻訳

されています。日本では、20以上の翻訳が集まりま

したが、選考の結果、現在の訳文になったのです。 

 

四つのテスト  The Four-Way Test 

――言行はこれに照らしてから行うべし     

 Of the things we think, say or do― 

１． 真実かどうか        

1 .Is it the TRUTH ? 

２．みんなに公平か    

２.Is it FAIR to all concerned ? 

３.好意と友情を深めるか         

３.Will it build GOOD WILL and 

BETTER FRIENDSHIP ? 

４．みんなのためになるかどうか   

４.Will it be BENEFICIAL to all 

concerned? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S・A・A   小堀 良武委員長 

 
               お疲れ様でした。 

 

＜１２月お食事＞ 

12月 4日 第 1例会  ローストビーフ御膳 

12月 11日 第 2例会  牛肉と青梗菜の 

オイスターソース炒め 

12月 18日 第 3例会  牛肉の鉄板焼き 

12月 26日 第 4例会  クリスマス例会 

 

 ＊苦手なお食事がございましたら、S・A・Aまで 

ご連絡下さい。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆例会日 毎週金曜日 12：10より 

◆例会場 レストランジョイハウス２Ｆ 

     館林市美園町 15-7 TEL0276-73-4669 

◆事務所 館林信用金庫本店内 

     館林市本町 1-6-32 TEL･FAX 72-8181 

◆E:mail  tatebayashi.rc@cc9.ne.jp 
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