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国際ロータリー第2730地区

高鍋ロータリークラブ
区

会 長
副会長

福 岡 直 樹

幹 事
例会日
例会場

木 浦 亨 英

事務所

第 2015 回 平成 30 年 4 月 5 日プログラム
１．点 鐘
２．ロータリーソング
君が代・奉仕の理想
３．ビジター・ゲスト紹介
４．会長の時間
５．幹事報告
６．出席報告

７．月初めのセレモニー
８．ＢＯＸ披露
９．委員会報告
10．次週例会案内
11．点 鐘
12.

本日の例会案内
＊夜間例会＆観桜会

場所＝四季亭

第 2014 回 例会内容（3/22）
■会長の時間
会長 福岡直樹君
四つのテスト（The Four-Way Test）
「四つのテスト」は、シカ
ゴロータリークラブの会員
であったハーバート・テーラ
ー（Herbert J.Taylor 後 に
１９５４－５５年度国際ロ
ータリー会長）が、１９３２
年に倒産の危機に瀕してい
たクラブ・アルミニウム社
の経営を任され、会社再建の
ために考案した社員の行動
基準でした。テーラーは、こ
の２４語（英文）か らなる行動基準を、従業員、顧客、
取引先すべてに厳格に適用し、その結果会社の信用が増
し、業績も回復しました。
RI 理事会は、この「四つのテスト」を １９４３年正式
に採択しました。１９５４年 RI 会長に就任したとき、テ
ーラーは「四つのテスト」の版権を RI に寄付しました。
以後、ロータリーではロータリアンの行動規範、 職業
奉仕実践の基準として「四つのテスト」を奨励しています。
「四つのテスト」の公式日本語訳は簡潔でわかりやすい
のですが、一般的な人生訓のようにすこし抽象的です。

会報

坂 田 師 通
毎週木曜日 １２：３０～１３：３０
ホテル泉屋 ２F
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋 1368－4
ホテル泉屋内 TEL/FAX 0983-21-1636

高鍋ロータリークラブテーマ『エンジョイ』
第 2730 地区ガバナー
押川 弘已
中部分区ガバナー補佐 久寿米木 和夫
RI テーマ 『ロータリー：変化をもたらす』
地区テーマ『ロータリーを知り理解を深めよう』
4 月の月間テーマ
母子の健康月間
次週例会案内；４月 12 日（2016 回）
＊血圧測定
＊米山ランチ
＊月初めのセレモニー
＊会員卓話
＊クラブ研修
＊雑誌紹介
＊理事会
意訳せずに職業奉仕の基準として改訳した例を示して
おきます。
四つのテスト 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
事業の立案・企画・実行はこれに照らしてから
１．嘘・偽りはないか
２．関係者すべてに公明正大か
３．信用を高め、より良い関係を築けるか
４．関係者すべてに有益か
（引用文献：RI 第 2840 地区「ロータリーの基本」）

■幹事報告＜文書案内＞
＊ガバナー月信の件
〆切日 4/20 に変更
＊児湯準看護学校の入学式
日時 2018 年 4 月 9 日
14 時～
場所 児湯準看護学校
＊「高鍋大師花守山草刈大作戦
2018」参加のお願い
（5/13、6/10、7/22、8/26、9/2）
時間は 7：00～8：00

幹事 木浦亨英君

■ＰＥＴＳ報告
会長エレクト 坂田師通君
２０１８年３月１７日～３月
１８日に、鹿児島県民交流セン
ターで行われたＰＥＴＳに参加
させていただきました。
２０１８－１９年度国際ロー
タリー会長はバリー・ラシン氏
であり、テーマは「インスピレ
ーションになろう」ということ
でした。
インスピレーションには色々な解釈があり、各々の考
え方で良いのですが、石井十次先生が孤児救済を決断さ
れたお心もインスピレーションに通じるのではないかと
私自身は結論付けました。
２７３０地区次期ガバナーの川原篤雄氏は、地区モッ
トー（スローガン）として「プラスワンの考動を！」と
いうことで、１１項目を挙げられ、当クラブ４項目を選
択するようにとのことでした。これについては、皆様と
相談していきたいと考えております。
ガバナー公式訪問は７月２６日です。
また、地区大会は１０月１３日～１４日です。
皆様、よろしくお願いします。
クラブから旅費等出していただいて、ありがとうござ
いました。心から感謝申し上げます。
■ＰＥＴＳ報告

的なロータリー仲間と打ち解けて、よい情報交換が出来
ました。
個人的なことですが、
最近鹿児島市に出かけることが多
く、その度に夜は天文館や駅前の飲食街のお世話になっ
ています。今回は薩摩川内の会員さん達から市役所近く
の「名山堀」を紹介してもらいました。とてもレトロモダ
ンな街の雰囲気の中に、ほろ酔いスポットを見つけて酔
いしれました。薩摩川内 RC の例会へのメイクアップも約
束し、6 月に訪問する予定です。

■ＢＯＸ披露
親睦活動委員長 岩切 洋君
＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞
【福岡直樹君】親睦委員長 娘さ
んご卒業おめでとうござい
ます。
【茂木晃君】坂田会長エレクト
ＰＥＴＳご苦労様でした。
【橋口清和君】坂田師通君 PETS
お疲れ様でした。 高鍋 RC の
為よろしくお願い致します。
【岩切洋君】福岡会長いつもいつも気持ちばかりの少額
のＢＯＸありがとうございます。
【石田喜克君】高鍋高校ラグビー部が 3 月 30 日から熊谷
ラグビー場で行われる第 19 回全国高等学校選抜大会
に 2 年連続 4 回目の出場を致します。応援の程よろし
くお願い申し上げます。募金は実施いたしません。
【藤本範行君】次期地区チーム研修セミナーに参加して
きました。本クラブから旅費までいただき感謝してい
ます。これからも頑張ります。
【山道義孝君】孫（女の子 2 名）が高校入学、小学 1 年生
出来ました。感謝です。

地区研修副委員長
藤本範行君
2730 地区モットー「プラスワンの考動を‼」
次期地区チーム研修セミナー
と会長エレクト研修セミナーが
合同で開催されましたので、私
も地区「クラブ奉仕（研修）副
委員長として参加しました。
■出席報告
出席委員 長野孝吉君
初日の中心となる講演は、
『ロータリー公共イメージの向
上とクラブ戦略計画の進め方に
出席報告（3/22）
ついて』
大阪中央 RC の横山守雄
正会員総数
46 名
氏がしてくださいました。
出席会員数
32 名
① 「公共イメージの向上」について
ホーム出席率
71.11％
ロータリー会員が
「世界を変える行動人」
（ポリオなど・
・）
修正出席率
77.78％
であり、「地元と地域社会を変える行動人」になること
イ 公共イメージと認知度向上
が重要で、
各クラブでは ○
ロ 各会員は My Rotary への
のための活動をすること ○
登録をすること（目標 50％－2730 地区では）12.9％）
ハ Rotary Club Central へクラブ活動を定期的
そして○
に入力するように！と訴えられた。
② 「クラブ戦略計画の整備」においては
クラブの戦略計画（長期計画）が ⑴ 時代に追いつく→
⑵ 時代に適用する→⑶ 将来への備えをしていくこと
の大切さを強調され、
各クラブは戦略委員会を設置して
理事会の諮問機関として、機能させ会員の維持・増強や
奉仕活動のあり方などを検討していくことが大事だと
会員卓話 曽我部幸夫君
ピアノ演奏 森幸子さん
強調されました。
夜の懇親会は、会場が狭く窮屈でしたが、鹿児島の積極

