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《臨時休会》
【会長挨拶】
謹啓 新年あけましておめでとうございます。
会員の皆様には健やかな新年をお迎えの事とお慶
び申し上げます。昨年はひとかたならぬご支援ご協
力を頂き、例会および行事の一部変更を行いました
が、無事行う事が出来まして有難うございました。
さて、本日１／６の今年最初の通常例会ですが、
１２／１８
から令和３年１／１１までの自粛要請に基づき、
２２日
に緊急書面理事会にて例会時の会食中止を全員異議
なしで決議致し、
２５日、
会員の皆様にご通知申し上げ
た所であります。しかしその後コロナウイルス感染
者の増加が続き飯能市内でも毎日発生しておりまし
た。現状を鑑み、
地域のリーダーとしての飯能ＲＣ会
員の多人数での会合は控えるべきと考えました。こ
こに令和２年７／２９第３回理事会で承認されました
議案第４号
〈会長専決事項委任の件〉
を発動し１／６
（水）
第２９４２例会を臨時休会と致します。又、同日開催
予定の第８回理事会を中止
（延期）
致しました。なお
次回１／２０
（水）以降の例会につきましては改めて緊急
理事会を開催して協議の上決定次第ご報告申し上げ
ます。会員の皆様、プログラム委員長を始め関係委
員長、
役員の皆様には大変ご迷惑、
ご心配等お掛け致
しますがご理解とご協力をお願い致します。 謹白
【会長報告】
今年もコロナ禍の中ではありますが、飯能ＲＣの
方針としましては、会員の皆様の
「自己管理」
を基に
新型コロナと共生出来る感染防止に万全を期したク
ラブ例会をしていきたいと思っておりますのでよろ
しくお願い致します。新入会員、
斗光健一様、
入会お
めでとうございます。残念ながら本日臨時休会のた
め入会式が出来ませんでした。次回例会にて全会員
で歓迎致します。一日も早く会員に溶け込みロータ
リーライフを楽しんで頂きたいと思っております。
１２／１６、親睦活動委員会のご協力により、クリス
マス家族会には６０名の皆様にご参加頂き、感染防

止、安全対策を万全にして親睦・友情を深めコロナと
共生した楽しいひとときを過ごす事が出来ました。
有難うございました。
「ほとけの子であれ！」
「青年よ、
大志を抱け!」明治１０年、クラーク博士は
札幌農学校の生徒達にそのような言葉を残して日本
を去って行った。クラーク博士はアメリカ人の科学
者であり、
明治９年６月、
わが国の北海道開拓使の招
聘を受けて、札幌農学校
（のちの北海道大学）
の創設
のために来日した。
そして、
その年の８月に札幌農学
校が創設されると、
彼は初代教頭となった。彼は、
細
かな学則を否定して、
「予がこの学校に臨む規則は、
Be gentlemen! 只この一言に尽くる」と、
「紳士であ
れ！」だけを規則とした。そして、
故意にこの規律を
破る者に対しては「只退学あるのみ」と言っている。
人間が細々とした規則に縛られ、規則の奴隷になる
ことをクラーク博士は嫌ったのである。現在の日本
の校則至上主義の管理教育を見たら、泉下のクラー
ク博士はきっと涙をこぼすに違いない。
大乗仏教と小乗仏教では戒律に対する考え方が根
本的に違っている。
この問題に関しては、
私が得度の
ため修行した天台宗の開祖の最澄と法相宗の徳一と
のあいだに大きな論争があった。最澄は、
「一切衆生
悉有仏性」
（一切の衆生が悉く仏性＝仏になれる可能性を有している）
という大乗仏教の立場に立って、細々とした戒律は
不要だとした。
「ほとけの子であれ！」
といった戒でよ
いと主張したのである。その
「ほとけの子であれ！」
が
大乗戒だ。
それに対して徳一は「一切衆生悉有仏性」
は理想論であって、
現実には仏性を持たぬ者もいる。
したがって
「ほとけの子であれ！」
というだけでは非行
にはしり、
他の人間に迷惑をかける者をどうすること
も出来ない。
善良な人を守るためには細々とした戒律
も必要だというのが徳一の主張であった。この問題
はむずかしい。
たしかに徳一の主張にも一理がある。
けれども、
細々とした戒律は人間を
「戒律の奴隷」
に
してしまうものだと思う。
「ほとけの子であれ！」と

言った最澄のほうが私は好きである。そしてそれが
また釈迦の精神であったと思うのだ。
ＲＣもクラーク博士の言葉を借りれば Be gentlemen!
会員は自分の良心に従って行動する。それが
「四つの
テスト」
であり、規則で良いのではないでしょうか。
【幹事挨拶】
謹啓 新年あけましておめでとうございます。
田辺年度が開始して、
はや半年が過ぎました。
昨年
はコロナ禍という特殊な状況の下、
紆余曲折はありま
したが何とか無事に例会等の会務を行うことが出来
ました。
これもひとえに会員の皆様の多大なるご協力
のお陰と感謝申し上げます。
誠に有難うございました。
さて、
年が明け１月になりましたが、
新型コロナウ
イルスの猛威はとどまることを知らず、現状は悪化
の一途を辿っております。会員の皆様には、更なる
ご不便をおかけすることも多いかと存じますが、会
長に協力し幹事としての任務を全うする所存です。
本年もよろしくお願い致します。
謹白
【幹事報告】
現状を鑑み、
１／６
（水）の理事会および例会は休会と
なりました。今後の予定に関しましては１３日（水）に
緊急理事会を開催し協議する予定です。
また１２／２５
（金）に第４回２５７０地区第３グループの会長・幹事
会議が開催され、
ＩＭおよび台湾での国際大会につ
いて協議されました。
ＩＭ実行の可否につきましては
１／１５頃に決定される模様です。
※例会変更のお知らせは１月中の例会のため省略。
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・本日の例会を臨時休会と致しました。会員の皆様
にはコロナ感染の状況を踏まえ、ご理解とご協力
をお願い致します。
田辺会長
本日計５,０００円、累計額６５０,０００円。

ロータリーの基本理念
ロータリーの基本理念はロータリアン共通の目的
や指針として、長い年月をかけて形づくられたもの
です。互いの関係や行動の土台として、
世界中のロー
タリアンがこれらの理念を大切にしています。
■ロータリーの目的（ Object of Rotary ）
「ロータリーの目的」は国際ロータリーおよび標準
ロータリークラブ定款に規定され、その原文が
Object of Rotaryであり、ロータリー運動の目的を
簡潔に表したものです。
ロータリーが創立された当初から「ロータリーの
目的」は定款に定められ、その後幾度も改訂され、
１９５１年に開催されたアトランティック・シティ大会
においてObject of Rotaryと改められ、
現在の一か条
の本文と四つの付随項目になり今日に至っています。
また、
このロータリーの目的は、
標準ロータリークラブ
定款第１６条 ロータリーの目的の受諾と定款・細則の
順守により、
その順守が入会の必須条件となっていま
す。
つまり、
ロータリーの目的を受諾し、
定款・細則を
順守することを誓約した人だけが、ロータリアンと
しての特権が与えられ、いかなる理由があろうとも
そのことを知らなかったとか、そのことが書かれた
印刷物を受け取っていないという言い訳は認められ
ません。目的受諾を条件に入会を認めるというこの
取り決めは、おそらく他の団体にはないロータリー
クラブ独特の方法だと言えます。
標準ロータリークラブ定款 第１６条 ロータリーの目的の受諾と定款・細則の順守
会員は、会費を支払うことによって、ロータリーの目的の中に示
されたロータリーの原則を受諾し、本クラブの定款・細則に従い、
その規定を順守し、これに拘束されることを受諾するものとする。
そしてこれらの条件の下においてのみ、会員は、本クラブの特典を
受けることができる。各会員は、定款・細則の文書を受け取ったか
どうかにかかわらず、定款・細則の条項に従うものとする。

ロータリーの目的（The Object of Rotary）
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念
を奨励し、これを育むことにある。具体的には、次の各項を奨励
することにある:
第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること；
第２ 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値
あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリ
アン各自の職業を高潔なものとすること；
第３ ロータリアンー人一人が、個人として、また事業および
社会生活において、日々、奉仕の理念を実践すること;
第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを
通じて、国際理解、親善、平和を推進すること。
（ＲＩ定款第４条、標準ロータリークラブ定款第５条）

■四つのテスト
ロータリアンが生活
や仕事の場面で常に覚
えておくべき４つの問
い、それが「四つのテ
スト」です。政治や宗
教に関係なく、すべて
の人びとの倫理的指針
となるこのテストは、
１００か国語以上に翻
訳されています。

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

◎「四つのテスト」の解釈
The Four-Way Test 四つのテスト
「事業を繁栄に導くための四通りの基準」ならば、
当然 “Four-Way Tests”と複数形になります。これ
が単数形なのは事業を繁栄に導くためには、四通り
の基準を一つずつクリアーすればいいのではなく、
四つ纏めたものを一つの基準として、そのすべてを
クリアーしなければならないことを意味します。
◆Is it the truth? 真実かどうか
「嘘偽りがないかどうか」という意味です。真実と
いうのは
「８０％の真実」
という言葉が示すように、
人間の心を通じたアナログ的判定であるのに対し、
事実とは有ったか無かったかの二者択―を迫るデジ
タル的判定ですから、ここでは
「事実」
という言葉を
用いるべきでしょう。
◆Is it fair to all concerned? みんなに公平か
“fair”は公平ではなく公正と訳すべきです。公平
とは平等分配を意味するので、たとえ贈収賄で得た
“unfair”不正なお金でも平等に分ければ、それで
よいことになります。
“All concerned”は“All”だけが訳されており、
肝心の“concerned”が省略されています。この
“concerned”は取引先をさすのは明白です。従って
このフレーズは「すべての取引先に対して公正かど
うか」ということを意味します。
◆Will it build goodwill and better friendship?
好意と友情を深めるか
“goodwill”は単なる好意とか善意を表す言葉では
なく、商売上の信用とか評判を表すと共に、店の暖
簾や取引先を表します。すなわちその商取引が店の
信用を高めると同時に、よりよい人間関係を築き上
げ、取引先を増やすかどうかを問うものです。
◆Will it be beneﬁcial to all concerned?
みんなのためになるかどうか
“Benefit”は「儲け」そのものを表す言葉です。
ただし、売り手だけが儲かったり、また買い手だけ
が得をしたのでは公正な取引とは言えません。その
商取引によって、すべての取引先が適正な利潤を得
るかどうかが問題なのです。
（出典：ロータリーの源流 ＲＩ２６８０地区 田中毅ＰＤＧ）

