
《夜間例会》　飯能プリンスホテル１８：００～

・点　鐘　木川会長

・ソング　手に手つないで�

【会長報告】

　２日間に亘る飯能夏まつりが終わり、今日

は皆既日食でだいぶ騒がれているようですが

生憎天気が悪く、成果がなかったようです。

　７／１８、間邉職業奉仕委員長と職奉第１回

の地区セミナーに出席して参りました。加藤

ガバナーの基本方針の中に「四つのテスト」の

話がありましたので、日本語に訳された経緯

について私なりに調べてみました。１９３３（Ｓ８）

年に発表されたそうですが、日本ＲＣの創設

者がこれを決めたわけではなく、戦後日本で

全国１区制の最初のガバナーとなられた手島

知健氏の時代に始まったようです。ＲＩ事務

総長の監督の下、手島ガバナーに全ての日本

語への翻訳を委譲するというような内容の正

式な文書があったようです。全国からの応募

で７０数件の翻訳原案が出され、それを５０

周年記念の委員会がとりまとめました。東京

ＲＣの会員で毎日新聞社社長・最高顧問だっ

た本田親男氏の作品が選ばれ、今の「四つのテ

スト」になったようです。応募作品の中には

日本語の解釈がおかしいのではないかという

ようなものもあったようです。例えば、室蘭

クラブでは「１ これは真実でしょうか、２

これは皆に公平でしょうか、３ これは好意と

友情を深めるものでしょうか、４ これは皆の

ためになるものでしょうか」、横浜クラブでは

「１ 真意ですか、２ 一様に公平でしょうか、

３ 友愛と親善を深めますか、４ もれなく潤

いますか」、等。日本ＲＩに対しての本田氏の

解釈を全て正当（正統？）化するというよう

なことで決まったようでございます。

「職業奉仕委員会」というのが、如何に真面

目にやっているかをつくづく感じて帰って参

りました。ロータリアンは職業人であること

が基本であり、私自身、果たして「四つのテス

ト」の解釈は本当に日本的なのだろうかとい

う気持ちがありましたけれども、７０数件の

中から１つ選ばれたという経緯を聞きまして

非常に感激したわけでございます。

【幹事報告】

・役員会を開催。「ガバナー公式訪問例会」に

　ついての案内を入れました。若干早いかな

　と思いましたが、スケジュールを前もって

　ご覧頂き、お持ち帰りにならず当日もそれ

　を使って頂くようお願いします。�

・「４５周年」について森委員長より報告、来

　年３／１７にプリンスで開催とのこと。

�・新入会員（飯能グリーン・大崎様）について

　異議のある方は書面でお願いします。�

・９月のプログラム、承認。（前号に掲載）�

・飯能市教育委員会・飯能市子ども会育成会

　連絡協議会合同の「みんな集まれ！わいわ

　い祭り」に協賛金１万円拠出、承認。�

・ホームページのリニューアル、承認。�

・２０年以上在籍された会員の退会時の感謝

　状や記念品等については、今、検討中です。�

・大附パスト会長はリハビリのため８月末ま

　で休暇。ＲＣはお休みとのことです。�

◎例会変更のお知らせ�

◇所沢東ＲＣ�

・８／１３（木） 例会取止�

・８／２０（木） 夜間移動例会　ボーリング大会�

・９／３（木）   例会取止�

・９／２４（木） 夜間例会 セレス所沢 点鐘１８：００�

◇所沢中央ＲＣ�

・８／１０（月） 振替休会

　　　　　　　８／８（土）東京湾納涼花火大会�

・８／１７（月） 例会取消（定款第６―１―Ｃ）�

・８／３１（月） 振替休会　８／２９（土）  観夕陽会�

・９／２１（月） 法定休日（敬老の日）により休会�

・９／２８（月） ガバナー補佐訪問�

・１０／５（月）  ガバナー公式訪問�

【委員会報告】

◎職業奉仕委員会　　　　　　　　　間邉君

　７／１８、木川会長と職業奉仕セミナーに出

席（本庄商工会議所）。基調講演「心に温もり

ある職業奉仕」（鈴木勲二職業奉仕部門アドバ

イザー）の後、パネルディスカッション：演題

「忘れられた職業奉仕」、テーブル毎のグルー

プ討議で「職業奉仕」「四つのテスト」等、意見

交換。「四つのテスト」を音楽に合わせて歌う

クラブの紹介等もありました。

【出席報告】

【Ｍ　　Ｕ】

７／１８（ガバナー）木川君、間邉君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

　本日は未だ入っていないのですが、「納金理

由」に「ユーモラスな失策で頭を掻くような時：

５００円以上」というのを見つけました。こち

ら（バッグ）を外にお忘れになった方がいらっ

しゃるようなので、頭を掻きながらこちらに

そっと来て頂ければと思います（笑）。

・バッグを置き忘れました。　　　　小崎君

本日計１，０００円、累計額６５，０００円。

◎５日例会当番は小谷野会員、柏木会員です。

�

飯能ロータリークラブ会報

曇

当 番 北田君、小崎君

ロータリーの未来は  あなたの手の中に

ジョン・ケニー

識 字 率 向 上 月 間

今 を 大 事 に

木 川 一 男 今年度  会報・広報担当：山　　川　　荘　太　朗

土 屋 良 一小谷野正弘吉 澤 文 男

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

８５．７１％

石原橋下の釣人

加 藤 玄 静

◎小川親睦活動委員長挨拶�

　今日は世紀の天体ショーが見られるはずだった

のですが…。昨今の景気の悪さは太陽のパワーで

も取れず一寸残念でしたが、今夜は良い一夜を過

ごせたらと思います。

◎木川会長挨拶�

　新年度の７月が終わろうとしています。僭越な

言い方ですが、私は私のペースでやらせて頂きた

いと思っております。商売の方は大体コツが分か

っておりますが、会長職を承ったことはございま

せんもので皆様にもご迷惑をかけるかと思います。

ガバナー方針に準じた堅苦しい年度になろうかと

思いますがよろしくお願いします。

◎乾杯／森パスト会長�

　ご指名を受けましたので僭越でございますが乾

杯の音頭をとらせて頂きます。申し訳ございませ

んがご起立をお願い致します。飯能ＲＣならびに

皆様のご健勝を祈念させて頂きまして大きく杯を

上げたいと思います。乾杯！

◆「翔一」ライブ　　　　　　  紹介／小川委員長
◆「奥山しのぶ」マジックショー
◆「こと葉」さん  踊り
◆「翔一」再び

◎大〆／半田会長エレクト�

　親睦委員長を始め委員の皆様、プリンスの皆様、

会員の皆様、お世話になりまして有難うございま

した。木川年度第１回の夜間例会ということで気

楽に居たのですが、来年の今を思って急に酒が醒

めました。懇親会が盛会裏に終わり、木川会長、

誠におめでとうございます。飯能ＲＣならびにご

臨席の皆様方のご健勝ご多幸諸々を祈念致しまし

て大きく一発で行きたいと存じます。

懇 親 会
司会　市川（昭）親睦活動委員
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