“ 人類に奉仕するロータリー”

ＲＩ会長 ジョン・ジャーム
2570地区ガバナー
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小 川 晃 男

矢 島 高 明
当 番 沢辺君、坂本君

・点 鐘 小川会長
・ソング 君が代 奉仕の理想
・四つのテスト斉唱 新井職業奉仕委員長
・ビジター （日高）会長：清水敬一郎様
幹事：山本英勝様
【会長報告】
一年間皆様のご協力を是非ともお願いした
いと思っております。先週、パスト会長会議で
（ガバナー補佐選考の）
小委員会を作り候補者
を絞ったらどうかとのご意見が出て、
早速、
橋本
茂パスト会長、吉田健、
中里昌平・元ガバナー補佐、
石井道夫パスト会長、会長、幹事で委員会を作り、動
き始めています。良い結果が出るようお祈り頂きた
い。
４月の座談会でも申し上げましたが、日高ＲＣが
地区協議会のホストクラブに選ばれ、飯能もお手伝
いする件について、理事会でご承認頂きました。
ハーバート・Ｊ・テーラーはシカゴＲＣ会員でした。
１９３２年、世界恐慌の３年後で景気が悪く、禁酒法
があってアル・カポネが元気だった悪い時代。家庭
用鍋等を扱うクラブ・アルミニウム社は総資産を４０
万ドル程超える負債があり倒産しそうだった。建て
直しを頼まれたテーラー氏は、
それまでの報酬の約
５分の１の給料で引き受け、
６千ドル程の運転資金
を投資。
さて、
どう再建するか。
彼が思い付いたのは
社員一人一人の倫理観を向上させる事。最初に作っ
たのは１
００語程の標語だったが、社員に覚えさせる
には長過ぎた。これを「七つ」に縮め、
それでもまだ
長いというので縮めて縮めて最後に残ったのが「四
つのテスト」
。
「これでは自分に厳し過ぎ、
会社が立ち
行かなくなるのでは？」と言う人も居たが実際やって
みたらうまく行った。
「最高級」
等、
修飾語を一切使わ
ず
（性能等）
事実だけを広告に書く。他社製品にケチ
を付ける事もしない。また、ある時、調理器具を５万
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点買ってくれるという会社
があったが、他社より値引き
して売りたいとの条件付き
だった。ここで値引きを認め
ると他のディーラーとの間
に不公平が生じるため、泣く
泣くこの商談を断った。こう
いう事をやっていて、本当に
会社はうまく行くのか。それ
でもテーラー氏はきちんと
やった。
５年後、
１
９３７年には負債を全て返済。
１５年後
には株主に約１
００万ドル超の配当、
会社には２００万
ドル超の純資産が残り、
立派に再生出来たという話
がございます。
１９４２年、
シカゴＲＣでＲＩ理事だった
リチャード・ベナーが
「四つのテスト」
をＲＣで使う事
を提案、
翌年、
職業奉仕プログラムの一構成要素とし
て認められる事になりました。テーラー氏は１９５４―
５５年度ＲＩ会長就任時に著作権をＲＩに譲ったと
の事です。渋沢栄一『論語と算盤』
「富をなす根源」
、
は
「仁義」
と
「道徳」
。これもテーラー氏に通じるものが
あると思い、
ご紹介申し上げました。
１９５４年、東京
ＲＣの本田氏が「四つのテスト」を日本語に翻訳。
日・
英の微妙な差、歴史もご承知の上でよく見て頂くと
なかなか味が出て良いのではないかなと思います。
【幹事報告】
第２回理事会を開催。第１回の議事録確認。
「年度計画書」配付。寄付金・協賛金の承認。
歳末たすけあい募金は例年５万円でしたが本
年度は１０万円で承認。８月プログラム承認。
委員会の会議費１人２千円の補助は年１回のみ
（親睦活動委員会を除く）
。加藤会員退会承認。
・７月ロータリーレート１ドル＝１０２円
◎例会変更のお知らせ

◇所沢中央ＲＣ
・７／１８（月） 例会取消（法定休日）
・８／８（月） 振替休会 ８／３市内５クラブ合同例会
・８／１５（月） 特別休会（定款６―１―Ｃ）
・８／２２（月） 振替休会８／２０新所沢ＲＣ合同例会ＢＢＱ
・８／２９（月） ガバナー訪問例会
◇新所沢ＲＣ
・７／１９（火）例会取消（７／１８法定休日）
・７／２６（火）移動例会 シーターミュー１８：３０
・８／２（火） 振替休会 ８／３市内５クラブ合同例会
・８／９（火） 例会取消（８／１１法定休日）
・８／１６（火）振替休会８／２０所沢中央ＲＣ合同例会ＢＢＱ
・８／３０（火）例会取消（定款）
◇入間ＲＣ
・７／２８（木）新旧役員慰労激励会
・８／１１（木）例会取止（定款６―１―Ｃ）
・８／１８（木）ガバナー公式訪問 武蔵クラブ
・９／８（木） 研修旅行 ９／８・９
・９／２２（木）例会取止（定款６―１―Ｃ）
◇所沢ＲＣ
・７／２６（火）ガバナー補佐訪問
・８／２（火） 振替休会 ８／３市内５クラブ合同例会
ベルヴィ ザ・グラン
・８／１６（火）例会取止（定款６―１―Ｃ）
・８／２３（火）例会振替 ８／２６納涼会 ワルツ屋上
◎日高ＲＣ・清水敬一郎会長ご挨拶
小川会長、島田副会長、矢島幹事、一年大変
お世話になります。しばらく男性の会長が続
きます。
飯能・日高は親子以上の繋がり。
公式訪
問、コンペ、ＭＵも含め濃密な繋がりを頂い
ています。補佐輩出、ホスト役の問題も後援
して頂けるとの事、感謝しております。山本
は合同コンペの完璧な幹事ぶりを記憶されて
いるかと思います。商工会館は木の香の漂う
例会場です。是非お越し下さい。
【委員会報告】
◎親睦活動委員会
前島君
８／１７夜間例会は話題の八王子芸者衆の
踊りを見ながら開催。申込みは７／２０まで。
【出席報告】ＭＵなし

中山出席向上委員長

会 員 数
当
日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率
定款による例会取消の
ため修正はありません

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・飯能ＲＣの皆様一年間よろしくお願い致します。
（日高）
会長：清水敬一郎様、幹事：山本英勝様
・日高ＲＣ清水会長、山本幹事ようこそ！
大木君、細田（伴）君、大附君、間邉君
山川君、髙橋君、田辺君、吉島君
・清水さん山本さんようこそ。一年間よろし
くお願いします。小川君、和泉君、島田君
矢島（高）君、馬場君
・小川年度の船出を祝します。
安藤君
・秩父での大会で優勝しました。報告が遅れ
てすみませんでした。
中里（忠）君
・早退
木川君
本日計１８，
０００円、累計額１８，
０００円。
◎１３日例会当番は土屋（良）、田辺会員です。
＝クラブ協議会＝
司会：小川会長
◎小川晃男会長
「数が減って淋しいから増やそうよ」という
のが前嶋ガバナーの一番の気持ち。私も全く

同じです。
５４名でスタート。
増強に力を入れ
たい。増強委員会にはご苦労をお掛けします
がよろしくお願いします。私に出来る事は何
でも致します。日高は会員１７名。日高ＲＣ主
催の地区協に皆様のご協力をお願いしたい。
ガバナー補佐選出が一番の懸案です。どうぞ
よろしくお願い申し上げます。
◎島田秀和副会長
会長を一生懸命一年間補佐したい。会長の
職業柄、代理出席も頑張っていきたい。たま
たま前の４人は精明地区出身。強い団結力で
皆様のためスタッフとして頑張ります。
◎矢島高明幹事
入会時の入門書に
「幹事はクラブの幹であり
中核…１期務めるとＲＣに精通し、
ＲＣが絶対
好きになります」
とありました。早く
「絶対好
き」
になってみたい。
会長秘書で事務系役員。各
種会合の設営、ガバナー事務所・ＲＩへの報告・
連絡、
会長と会員の連絡機関なので
（週）
１回は
クラブ事務所を訪れ、
電話連絡する必要がある。
記録の整理・保管、
通知送付、
議事録作成・保管、
会員報告書、ＲＩ
・地区への報告書作成等。微力
ですのでご指導ご鞭撻よろしくお願い致します。
◎馬場正春ＳＡＡ
秩序正しく機敏な運営。会長方針の下、各
委員長と連携をとり、明るく楽しい進行が出
来たらなと思います。お料理は美味しいです
が難しい漢字、
「魚」へんの漢字等にはルビを
ふって下さい。よろしくお願いします。
◎杉田一昭会員増強委員長
細田吉春、矢島巌委員にお尻を叩かれてい
る夢を見ています。第１ゾーン内で当地区は
一番減っているとの事。純増２名以上を目標
に頑張りたい。どんな情報でも結構です。皆
様の厚い友情をよろしくお願い致します。
◎神田康夫会員選考委員長
大木重雄委員と担当。会員資格は
「職業上お
よび地域社会において良い世評を受けている
者」
ですが、
今や入りたい者は誰でも、職業を持
たない人でも入会出来る。しかし、飯能には
伝統と格式もある。
ＲＩ会長の「人類に奉仕する
ロータリー」
を参考に、皆様のご意見を聴きな
がら極めて常識的に選考していきたい。よろ
しくご支援ご協力をお願いします。
◎雨間保弘職業分類委員長
細田伴次郎委員と担当。大河原工業団地の
情報通信、
ソフトウェアの会社等、
今までの分
類に無かった会社も考えて調査を行いたい。
増強、選考委員会と連携をとり検討します。
平成２８年８月のプログラム
（月間テーマ
月

日

例会数

会員増強推進月間）
行 事 予 定

当 番

［担当委員会］

テーブル毎のディスカッション【四つのテスト】 吉田
（武）
君
「会員増強に関する意見交換会」 山 川 君
飯能ＲＣ 会員増強委員会 杉田一昭委員長［会員増強］
例会取消（定款による）
吉 島 君
夜間例会
（行）
君
吉田
八王子 料亭 坂福 点鐘１８：００ ［親睦活動］
【結婚・誕生日祝】 吉 澤 君
安 藤 君
ガバナー補佐訪問
［会長・幹事］
新 井 君
ガバナー公式訪問
雨 間 君
飯能・日高合同例会
［会長・幹事］

