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ロータリーは世界をつなぐ

本日 第 762 回 2019 年 10 月 15 日(火曜日)754 号
＜本日のプログラム＞ Today’s Program
◇ 点 鐘
◇ ロータリーソング
◇ 入会式

「我らの生業」

卓話演題：
「青少年交換と危機管理」
卓話者 ：危機管理委員会
RIJYEM 研修担当委員
黒田 勝基 様

前回 第 760 回例会 2019 年 10 月 1 日（火曜日)記録
＜出席報告＞
員 総 数

17 名

出 席 者

13 名

出 席 率 76.47%

前々回補正出席率

82.35%

＜会長挨拶＞

愛知長久手ロータリークラブ
会 長
中川清子
皆様、こんにちは。
今日から 10 月ですが、この暑さはちょっと異常ですね。
“衣替え”しなくてはならない制服の方々がお気の毒く
らいです。
先日は交換留学生アストゥリッドマリーさんの歓迎会お疲れ様でした。楽しかったですね。私の目の前に、地区
委員の加藤さんが座られていましたが、
「こんなに留学生を歓迎されて、ホストファミリー全員と通っている
高校の先生までお呼びして、驚きました。良くやってくれていると思いますヨ」と誉めて頂き嬉しかったです。
長久手 RC の良い所を私も力説しておきました。
さて、今日は少しロータリーについてお勉強をと想いまして、
「ロータリーの基礎」の中から
①ロータリーの奉仕理念 ②「四つのテスト」の解釈を読み上げます。毎回ロータリーソングと共に唱和する
“四つのテスト”の意味を、言葉を味わいながら声高らかにご唱和しましょう。
①ロータリーの奉仕理念
ロータリーには二つの理念があり、その一つはシェルドンが提唱した「最もよく奉仕する者、最も多く報われ
る」
“He profits most who serves best”のモットーで表現される職業奉仕の理念であり、もう一つは、他人の
ことを思い遣り、他人の為に尽くすという「超我の奉仕」
“Servic above self”のモットーで表現される人道的
奉仕理念だということができます。

さらに、昔に公式名簿（Official Directory）の最終ページに記載されている Brief History of Rotary には、奉
仕理念とは「他人のことを思い遣り、他人の為に尽くす」“thoughtfulness of and helpfulness to others”と
いう解釈がつけられています。
ポールハリスはその著者の中で、ロータリーの「奉仕の理念」について、「ロータリーの概念する奉仕の理
念とは、物の過程の最初に奉仕を置くものである。最も愚かな方法は金銭に集中することである」と述べ、さ
らに「有史以来、偉人中の偉人たちが、その言葉や態度で示したものは「奉仕第一、自己第二」
“Servic above
self”という、まさにロータリー要約した教義（スローガン）を忠実に守ることであった。
」と説明しています。
②「四つのテスト」の解釈
◇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 Test”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、四つの
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、真実とは有ったか無かったかの二者択一を迫るデジタル的
判定ですから、ここでは「真実」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、例え贈収賭で得た“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 concernesd”は“All”だけが訳されており、肝心の“concernesd”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
“benefi”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。
【祝福】

10 月分 お小遣い支給
大月涼子さん 9/2
日野典子さん 10/30

青少年交換留学生
アストゥリッドマリーさん

＜幹事報告＞
①

次回例会は 10/13(日)ＷＦＦになります。以前と例会場所が変わっております。メールにて会場地図を送ら
せていただいておりますので、ご確認をよろしくお願いいたします。
本日は例会終了後第４回理事役員会がございますので、理事役員の方は例会終了後お集まり下さい。

②

10/15(火)夜例会の場所はまだ未定ですが、当日は卓話に危機管理委員会 RIJYEM 研修委員 黒田勝基様
がお見えになります。よろしくお願いいたします。

■ニコボックス委員会■
・IM にてお世話になります。よろしくお願いいたします。

尾張旭 RC IM 実行委員

井田武憲

・衣替えの 10 月 1 日というのにこの暑さはいかがなっておりますやら？大月さん、日野さん
おめでとうございます。IM の井田様ごゆっくりしていって下さい。
・本日もどうぞ宜しくお願いします。
・お祝いして頂きありがとうございます。56 歳になりました。
・尾張旭 RC 井田様どうぞよろしくお願いします。マリーちゃんいらっしゃい!!
お誕生日お祝いありがとうございます。
・昨日、名古屋 RC 平松潤一郎（オリエンタルビル㈱社長）の古稀の会に行って来ました!!
2029 年三越デパート新ビル計画（高さ 180ｍ）が発表されました。
・大月さん、日野さんお誕生日おめでとう。マリーさん今月もしっかり勉強してね。
尾張旭 RC 井田様ようこそ。
・尾張旭 RC IM 実行委員 井田様ようこそ。アスリッド・マリーようこそ。大月さん、日野さん
お誕生日おめでとうございます。
・尾張旭 RC IM 実行委員 井田様ようこそお越し頂きました。マリーちゃん元気ですか？大月さん
日野さんお誕生日おめでとうございます。本日も宜しく御願い致します。
・本日もよろしくお願い致します。
・大月さん、日野さんお誕生日おめでとうございます。尾張旭 RC IM 実行委員 井田様ようこそ
お越し下さいました。マリーちゃんこんにちは。
・クールビズも終了しましたが、暑い日が続きそうです。体調管理に気をつけましょう。
本日もよろしくお願いします。
・今日もよろしくお願いします。
・本日もよろしくお願いします。

中川清子
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伊藤 真
大月涼子
日野典子
丹羽司一
伊藤広治
山田文明
青山和成
田中信子
奥野悦弥
近藤鋭雄
大橋良宣
小谷恒夫
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“ Pay Payの コンビに寄ってキャシュレス キャバクラ同伴 嗚呼ハートレス♡

＜卓

話＞

「ナイジェリアでポリオ根絶に向けた画期的進展」

マイロータリーニュースより

8 月 21 日、ナイジェリアでは野生型ポリオウイルスによる症例が最後に報告されてから 3 年が経過しました。
これにより、来年には世界保健機関（WHO）アフリカ地域全土がポリオフリーとして宣言される可能性があり
ます。
ナイジェリアでのこの画期的進展は、国内外からの資金、何千人もの保健従事者による尽力、北部での情勢不安
によりこれまでワクチンを届けることができなかった地域での予防接種戦略も含め、各方面での努力が実を結ん
だ結果です。
ロータリーのインターナショナル・ポリオプラス委員長であるマイケル K. マクガバン氏は、次のように述べて
います。
「ロータリー、世界ポリオ根絶推進活動のパートナー、ナイジェリア政府は、予防接種と疾病検知シス
テムを強化してきました。ナイジェリアでこれまでワクチンを届けるのが困難だった地域で、より多くの子ども
たちに予防接種ができるようになりました」
ナイジェリアのロータリー会員が重要な役割を果たしていると述べるマクガバン氏は、「ロータリアンはポリオ
根絶への認識向上、政府へのアドボカシー、安全な水を危険な地域にもたらすといった補足的な基本的保健ニー
ズへの取り組みにも尽力した」と話します。
ナイジェリアは、アフリカ最後のポリオ常在国です。アフリカで野生型ポリオウイルスの根絶が認定されれば、
WHO の 6 地域のうち 5 つにおいてポリオフリーが達成されることとなります。同じく野生型ポリオウイルス常
在国であるアフガニスタンとパキスタンでは、ウイルスの伝搬が現在も阻止されていません。
ロータリーのナイジェリア全国ポリオプラス委員長であるツンジ・フンショ氏は、ナイジェリアでの達成を評価
しつつも、ロータリー会員が祝賀するには時期尚早であると警鐘を鳴らしており、ナイジェリアですべての子ど
もに定期的な予防接種を実施することが引き続き課題であるとしています。
フンショ氏は次のように述べています。
「ナイジェリアに野生型ポリオウイルスが再び持ち込まれないようにす
ることが、極めて重要です」
そのためには、ロータリーによる積極的なアドボカシー活動と予防接種キャンペーンへの認識向上を継続し、ロ
ータリー会員が引き続き募金を行うことが必要であるとフンショ氏は話します。ロータリーはこれまで、ナイジ
ェリアにおけるポリオ根絶活動に対し、2 億 6800 万ドルを寄付しました。
「ポリオのない世界を夢見た最初の団体として、ロータリーはこの約束を守ることに献身しています」とマクガ
バン氏。
「ナイジェリアでの進展はこの目標への大きな前進ですが、パキスタンとアフガニスタンでも同様の進
展が見られるように、活動の勢いを保たなければなりません」
10 月 24 日の世界ポリオデーにポリオ根絶活動への支援を募り、認識を高めましょう。ポリオのない世界の実現
のため、皆さまからのご支援をお願いいたします。

本日例会
・IMPR に尾張旭 RCIM 実行委員会 井田武憲様
・10 月分お小遣い支給
青少年交換留学生 アストゥリッドマリーさん

10 月 22 日(火)
祝日休会

10 月 29 日(火)
米山卓話

（即位礼正殿の儀）

（トヨタ博物館）

11 月 5 日(火)
同週祝日振替休会

11 月 10 日(日)

2019-20 年度地区大会
ながくて市民まつり

（ホテルナゴヤキャッスル）
（長久手市役所駐車場）

