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＜2700地区メッセージ＞ 

『基本に返って、魅力あるロータリーに』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                   

 

例会予定 

3月 9日→11日 IM・6クラブ合同例会 田川 RC 

3月 16日（木） ICS委員長 片岡 R   駐車場〇 

3月 23日（木） PET報告 鈴木 R    駐車場× 

3月 30日（木） 休会 

                                                                                                                               

＜苅田ロータリークラブ＞ 

『 I am  苅田ロータリー 』 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム委員長 原 公克 

 

■地区・第１G・行事予定 

3月 11日（土） IM＆6クラブ合同例会 田川 RC 

3月 16日（木） 3月度理事会 18:30～ 三原文化会館 

3月 18日（土） 会長エレクト研修セミナー 

4月 8日（土） 地区研修 協議会 

4月 14/15/16    RI2700地区 地区大会 

 

■ＩＡＣ例会   

3月 2日（木） 16：30～  3棟 1階 英語科教室 

 

本日のプログラム <第 1942回 例会> 

   新会員卓話 松本聡 R・中川賢二 R  

mailto:kanda-rc@f4.dion.ne.jp


＜第 1941回 例会記録 ＜2017年 2月 23日＞ 

会長の時間   会長  國永 修一 

４つのテスト 

言行はこれに照らしてから 

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 

 
1929年から始ま

った世界大恐慌の

時期に、ロータリ

アンがなしとげた

大きな業績の一つ

に、四つのテスト

の制定があります。 

これは、シカゴ・クラブの会員であった

ハーバート・テーラーは、不況のあおりを

受けて、莫大な借金を抱え倒産の危機に瀕

していた会社の経営を引き受けることにな

り、会社を再建するためには、合理的な指

標がどうしても必要だと考えました。従業

員が正しい考え方を持って正しい行動をす

れば、会社全体の信用が高まるに違いあり

ません。社員全体が簡単に憶えられて、自

分を取り巻く全ての人たちに対して、考え

たり、言ったり、行動したりするときに応

用できる指標が必要であることに気づいた

のです。 

社長室の机の前で頭をかかえながら、思

い浮かんだ24語の言葉を書き留めたのがこ

の四つのテストです。 

現行の「四つのテスト」は、東京クラブ

の本田親男氏の翻訳によるもので、1954年

以来、日本人ロータリアンが座右の銘とし

て親しんだ名訳ですが、その一方で、ハー

バート・テーラーがこのフレーズを作った

意図が完全に翻訳に反映されているか否か

について、疑義を抱いている人も多いよう

です。 

まず最初に考えなければならないことは、

この四つのテストは、決して事業の倫理基

準や商道徳を高めることを目的に作られた

ものではなく、倒産の危機に瀕していた会

社を再建させるために作られた、極めて現

実的な基準だということです。 

すなわち四つのテストというのは、商取

引をする当事者同士が納得ずくで 取引で

きる基準を示したものなので、学校や駅に

張り出したりして日常生活に適用するもの

ではありません。四つのテストはあくまで

も商取引にのみ適応するように作られた基

準であることです。 

日本のあるクラブでは、通勤客たちに傘

を貸し出すプロジェクトを開始しましたが、

ある会員は、通勤客が借りた傘を返してく

れるかどうか自信がありませんでした。そ

こで、別の会員が、傘の内側に四つのテス

トを印刷することを提案しました。数か月

後、傘は数多くの人たちに利用され、すべ

て返却されました。 

四つのテストは、人々の心の中に深く刻

み込まれ、目に見える形で表現されていま

す。 

現代社会が今いちばん必要としているも

のは倫理的誠実さであると言ってもいいで

しょう。四つのテストは、人々が価値ある

目標を追い求める際の指針として活用でき

るのではないでしょうか。 

幹事報告    原 公克 副幹事 

・3月 11日ＩＭの時は、苅田ＲＣブレザー着用でお

願いします。 

・3月の会費は、地区大会登録費 8,000円。また、親

睦ゴルフ大会に参加され

る方は、5,000円プラスさ

れて引き落とされます。

地区大会登録費を銀行引

き落としされない方は、

事務局まで連絡してくだ

さい。本日、地区大会の

登録締切りとなっていま

す。 

 



卓話     

プログラム委員長  原 公克 

今年度の公式訪問資料に以下のような方針をたて

ました。 

週 1回の例会を会員のみなさんが楽しみにきても

らえる「基本に返って魅力あるロータリー」を念頭

にプログラムを構成しました。 

１．ロータリーの月ごとの強調事項を中心にした

プログラム。 

２．月 1回の夜間例会開催  

３、魅力ある外来卓話の依頼、 

４．変更時の SAAと委員会との連携 

 

１．RIの強調月間に沿ってプログラムを計画しま

した。 

２．夜間例会は、観月会・家族会・新年会は、出

席率が良いのですが、通常夜間例会は、ちょっと寂

しいように思われます。 

３．外来卓話は、               

☆9月 29日 社会福祉協議会 事務局長の福山氏。

☆11月 17日 米山記念奨学会 カウンセラー安増 

惇夫氏（宗像 RC）。                

☆1月 26日 地区社会奉仕委員 石田之茂氏（行橋

みやこ RC） 

４．大きく予定が変更したのは、10月 16日の白

石海岸清掃が雨の為ロータリー事務所で 9:00から

例会したこと。また、11月 17日の通常例会で予定

卓話が出来なくなり急遽 杉坂会員と鈴木会員に卓

話をお願いしたことです。 

 

プログラム委員会は、年間スケジュールを組み立

ててそれに対して遂行し変更や欠席の迅速な対応、

引き出しをたくさん持つようにと矢野副委員長から

教えられました。目的は、魅力ある例会づくりです。

会員増強や退会防止につながります。  

 会員増強については、とにかく推薦が先といわれ

ています。いろいろ詮索するとあの方は無理やろう

ねと、まず頭に浮かびます。自分が入会した時を思

い出すと、杉坂会員に誘われ身内が勝手にまだ早い

と、一度お断り致しました。最後は、入会させても

らいましたが、まず、推薦をお願いいたします。本

年度は、会員増強杉坂委員長のチーム分けなどのお

かげで会員増強に皆さんが本気になっているように

思います。会員が増えれば、いろんなことができる、

アイデアも出る、プログラムも盛りだくさん楽しい

例会作りができると思います。 

 

プログラム副委員長 矢野 強 

魅力あるロータ

リーは、例会だと思っ

ています。プログラム

に穴生開けないこと

を心がけています。 

 

委員会報告  

青少年奉仕委員会 委員長 高橋 功吉 

・本日（2月 23日）IACの例会が

開催致します。6校合同例会の報

告を予定しています。 

 

 

出席委員会委員   松田 博文 

（会員数 35名） 

2月 23日例会 出席者名２６名 修正出席率 77% 
 

メークアップ  

2月 23日 

IAC例会 

壁屋好惠 R・屏正隆 R・高橋功吉 R 

地区増強委員会 

杉坂正徳 R・鈴木公利



 

ニコニコ BOX      親睦活動委員会  委員長  丸山 謙一 

 

國永 修一  幹事・SAAが違い新鮮な例会でした。 

原 公克   卓話を聞いて下さり有難うございました。 

鈴木 公利  東京で、小学校の同窓会に出席して親交を暖めてきました・ 

片岡 孝市  昨夜は、兄弟で酒を飲みました。 

壁屋 好惠  原さん卓話を有難うございました。 

杉坂 正徳  本日拡大増強で地区に行ってきます。今日は、ロータリークラブ誕生 112年の日です。 

別府 吉範  1月 21日で入会 1年が経ちました。今後とも宜しくお願いします。 

竹部 武男  遅刻しました。井手口さん有難うございました。 

松本 聡   原副幹事 卓話有難うございました。今日で 34歳になりました。ロータリー創立記念日

と同じです。 

屏  正隆  原副幹事お疲れ様でした。また、プログラム委員長として卓話有難うございました。 

高橋 功吉  原さんお疲れ様でした。IACの例会よろしくお願いします。 

井手口貞治  SAAの仕事、頑張りました！１ 

渡邊 剛   松本さん誕生日おめでとうございます。ロータリー創立記念日が誕生日とは、ロータリ

ーの申し子ですね！また、先週の 100名ＭＳご協力有難うございます。 

丸山 謙一  原さん素晴らしい卓話有難うございました。 

 

集計 17,000円      累計 547,340円

 

 

  

近隣クラブ例会曜日 

月曜日 小倉中央 RC   リーガロイヤル小倉 

火曜日 行橋 RC     京都ホテル 

水曜日 田川 RC     ザ・ブリティッシュヒルズ 

     行橋みやこ RC  京都ホテル 

木曜日 豊前 RC     築上館 

金曜日 豊前西 RC    築上町リサイクルプラザ 

 

 

 

事務局よりお願い！！ 

 

※例会の出欠の連絡は、食事の都

合がありますので、例会 2日前ま

でに連絡してください。 
         （093-434-1488） 

   パンジープラザ（夢の木）⇒ 

 

 

 

 

近隣クラブ例会変更 
 

行 橋 Ｒ Ｃ  3月 14日→11日 17:40～ 

              「6クラブ合同例会」 

 

豊 前 西 Ｒ Ｃ  3月 10日→11日 17:40～ 

              「6クラブ合同例会」 

         3月 17日→12日 移動例会 

          京築近郊中学校バレーボール大会 

         3月 31日→休会 

 

行橋みやこＲＣ  3月 1日→4日 周防灘カップ中学校 

         3月 8日→11日 17:40～  

 「6クラブ合同例会」 

豊 前 Ｒ Ｃ  3月 9日→11日 17:40～  

 「6クラブ合同例会」 

 
田 川 Ｒ Ｃ  3月 8日→11日 17:40～ 

              「6クラブ合同例会」 

         3月 22日→休会 


