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＜点 鐘＞ 会長 清水 幸平 

＜ソング＞ 奉仕の理想 

＜本日のゲスト＞ 

国際ロータリー第 2630 地区 

岐阜県濃飛分区ガバナー補佐 

伊藤 松寿 様 
 

＜会長の時間＞  会長 清水 幸平 
 

「四つのテスト」について話したいと思います。 

ロータリーでいろんなことを教わりましたが、私にとって

この「四つのテスト」は、「公平かどうか」というフレー

ズにとても親しみがあります。 

「四つのテスト」は、シカゴのロータリアン、ハーバート

J.テイラー氏が発案したものです。 

世界大恐慌の最中の 1932 年、テイラー氏はアルミニウム

製品会社を破産の危機から救ってほしいと要請されまし

た。このチャレンジに応えて、低迷していたこの会社を再

生させる決心をしました。そしてテイラー氏は、会社を再

生させる方法を模索した結果、全従業員が使えるような倫

理上の尺度としての「四つのテスト」を考案されたのです。

このテストは、会社の仕事のあらゆる面においての指針と

なりました。その結果、信頼と好意の雰囲気が、取引先や

顧実や従業員の中に育まれ、会社は蘇生し繁盛しました。 

後にテイラー氏は 1945～55 年に国際ロータリー会長にな

り、「四つのテスト」の版権を国際ロータリーに贈呈しま

した。 

私たちが唱和している「四つのテスト」は、東京クラブの

会員が翻訳し、日本人ロータリアンの座右の銘として親し

まれている名訳です。しかし簡潔すぎてテイラー氏の意図

した考えが完全に理解できないように思います。 

ケンタッキーフライドチキンの創業者であるカーネル・サ

ンダース氏はジェファーソンビル RC のチャーターメンバ

ーだそうです。カーネル氏は「四つのテスト」を参考にし

て、自社の商売の基本として「四つの指針」を作り事業を

伸ばしたそうです。 

１、 そのビジネスにうそ偽りはないか 

２、 そのビジネスは関係するすべての人に公正か 

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

有益なものか 

カーネル氏の「四つの指針」は、「四つのテスト」の内容

がよりよく理解できるものだと思います。 

さて、私たちにとって「四つのテスト」は職業奉仕の、人

生の、いろいろの事を決定する時の基本になり、あらゆる

言動の基準とすべきものです。「四つのテスト」を实行す

れば、他人がなんと考えようと自分に確固とした自信が持

てるようになり、「四つのテスト」を实行すれば、自分に

対する不安や迷いは消えていくことでしょう。 

また、「四つのテスト」は自己反省方式です。答えを出し

ていません。それは問いかけるのみで、答えはテストを行

使する自分自身が出さねばなりません。 

 

＜幹事報告＞     幹事 大保木 正博 
 

◎2010～2011年度ガバナーエレクト事務所より 

・事務所開設のご案内 

〒510-0075 

三重県四日市市安島 1-3-18 じばさん三重 

 ＴＥＬ 059-357-2630 

 ＦＡＸ 059-357-2631 

 Ｅ-mail 1112＠rid2630.org 

 

○高山西ロータリークラブより 

・例会変更及び休会のお知らせ 

8月 13日（金）定款により休会 

8月 20日（金）18：30～ 納涼浴衣例会 宝生閣 

＜活動計画書＞ 

・美濃加茂ＲＣ  ・関ＲＣ  ・可児ＲＣ 

 

国際ロータリー第 2630 地区 

岐阜県濃飛分区ガバナー補佐 

伊藤 松寿 様 
 

本年度、濃飛分区ガバナー

補佐を拝命した高山西 RC

の伊藤松寿です。この一年

間、皆様のご協力を宜しく

お願い致します。 

とりわけ、ロータリークラブに関する「情報の共有」に努

力してまいりたいと存じます。私自身もこれから勉強の身

でございますので、何事によらず、質問をお寄せください。

出来得る限り、おこたえしてまいりたいと思います。貴ク

ラブの益々のご発展を祈念します。 

◆会長  清水 幸平   ◆幹事  大保木 正博   ◆会報委員長  今井 俊治   ◆会報担当  谷腰 康夫 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

845 回 
49名 47名 42名 － 89.36% 

前々回 

843 回 
49名 46名 38名 3名 89.13% 

WEEKLY REPORT 

Ｒ．Ｉ．第２６３０地区 高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT 

2010～2011年度 高山中央 RC会長テーマ 

「心をつくし、力を合わせて」 

＜出席報告＞ 創立 1991年 5月 20日 

◇事務局  高山市花岡町 1-15 丸越商事 4Ｆ 

        TEL：0577-36-0730/FAX：0577-36-1488 

◇例会場  ひだホテルプラザ 3Ｆ/TEL：0577-33-4600 

◇例会日  毎週月曜日 PM12：30～ 

◇ホームページ  http://www.takayamacrc.jp/ 
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＜クラブアッセンブリー＞ 

クラブ奉仕委員会  足立委員長 
 

クラブ奉仕委員会は、先週の例会でご挨拶

させていただいた、ゴルフ担当の副会長の私と副幹事の新

宮さんの二人です。今年度は、20 周年の節目の年で清水

会長を、はじめ 島 20 周年記念委員長、高原清人親睦委

員長、4大奉仕委員長の皆さんも張り切っておられます。 

「会員が現在あるもの家族のお陰・将来も家族の理解のも

とで、ロータリー活動に参加できる。」その感謝をベース

に例年以上に、家族参加型の行事が沢山計画されておりま

す。当委員会の担当例会も、時流に沿う様な内容で、会員

ジュニアを交えての例会を 11月 15日に企画しております。

予算は、2万円いただいております。 

何卒、一年間ご協力をお願い致します。 

 

職業奉仕委員会 山本委員長 
 

<基本方針>  

ロータリーの金看板と言われる職業奉仕の理念をメン

バーに理解して頂き、職業を通しての奉仕の实践を広く

啓蒙する。 

<活動計画及び予算>  

8月 23日 職場訪問 老人介護施設 

11月 1日 職業を通じて高い倫理基準と公共の価値

観を示した人物を顕彰し講話を聴く。 

1月 24日 メンバーの企業の後継者に例会に来て頂

きロータリーの職業奉仕の理念を理解し

ていただくと共に職業に付いてのお話を

聞く。 

3月 7日 職業を通じて高い倫理基準と公共の価値

観を示した企業を顕彰し、講話を聴く。 

<予算案> 

１～４まで 40,000円プラス食事代 5人分 

 

社会奉仕委員会 永家委員長 
 

<基本方針>  

環境保全員会・新世代・青少年育成委員会とタッグを組

み RI 会長賞を取れるように積極的に活動していく。特

に環境保全員会とは飛騨高山高校環境科学科との植

樹・新世代・青少年育成委員会は地域の子どもたちに夢

を持ってもらうように働きかける。 

<担当例会及び活動>  

H22.7.2 

国府中学校に於いて「出前講座」を行い仕事の内容や仕

事での辛いことや、やりがい等を伝え生徒達に夢を持た

せることを目的にディスカッションを行った。 

H22.8.30 

会員ジュニアに例会に参加していただき、ローターアク

トクラブの提唱につなげる。 

H22.9.30  

北稜中学校に於いて「出前講座」を行う。 

H22.11.22 

飛騨慈光会施設訪問 

H23.2.28 

飛騨特別支援学校中等部の生徒をスキー場に連れて行

き、先生と共に会員も協力して子供たちの社会参加支援

のサポートを行う。 

 

 

国際奉仕委員会 中田(専)委員長 
 

国際奉仕の今後のあり方とその理解を深め、国際間の親善

に寄与すると共に、国際平和を推進すると言う基本方針に

基づき、２回の担当例会を頑張ってやります。 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 

 

本年、岐阜県濃飛分区ガバナー補佐を努めさせて頂きます。

よろしくお願い申し上げます。 

高山西ＲＣ 伊藤 松寿 様 
 

国際ロータリー第２６３０地区岐阜県濃飛分区ガバナー

補佐 伊藤松寿様のご来訪を歓迎申し上げます。本年一

年間のご指導を、よろしくお願い致します。 

清水 幸平 大保木 正博 谷腰 康夫 三枝 祥一  

劔田 広喜 足立 常孝 平林 英一 
 

先週は、誕生日祝いのネクタイを頂きありがとうございま

した。昨年までは、７月の誕生日お祝いは溝際さんと私で

した。今後は、毎年溝際さんを偲び心新たに進む日とした

いと思います。            大保木 正博 
 

ガバナー候補の伊藤松寿さん、ようこそおいで下さいまし

た。同じ年代の桑月ガバナーと共々、一年間頑張って下さ

い。昨日は女房が誕生日のお祝い花束を頂き大変喜んでい

ました。                  橋本 修 
 

 

 

 

日頃よりお世話になっております、ガバナー補佐 伊藤松

寿様を歓迎します。一年間走り過ぎずゆっくりとやって下

さい。                  伊藤 正隆 
 

７月２日の「出前講座」に参加して頂きました会員の皆様、

ありがとうございました。新聞にも掲載されましたのでニ

コニコへ。                永家 将嗣 
 

19年間皆出席出来た事に感謝して、決算前の売り出しに、

売り上げが上がるように期待を込めてニコニコへ。 

松之木 映一 
 

「高山中央ＲＣ親睦さよならゴルフコンペ」でのニアピン

賞ありがとうございました。スコアを良くする様に頑張り

ます。                 永田 富次 
 

デンバー領事館での和菓子レクチャー＆デモンストレー

ションを無事終わらせることが出来ました。 

中田 專太郎 


