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例会報告 Ｖｏｌ ４４ Ｎｏ．１０（Ｎｏ．2093） ９月２０日（水）晴れ (司会倉持功典副委員長） 

本例会での主な事項 

◇会長挨拶   松村仁寿会長 

◇会員卓話   秋田政夫会員 月間に因んで 

誕 生 祝 

≪会 員≫  古谷榮一会員 

≪配偶者≫ 白井会員 

 

諸 報 告 

社会奉仕委員会 （武藤康之委員長） 

赤い羽根募金ご協力お願いします。また、１０月１４日（土）グランドゴルフ大

会（水海道地区）が行われます。今年は、ロータリークラブでも１チーム作っ

てほしいとのことですので、ご参加宜しくお願いします。 

 

職業奉仕委員会 （横山 修委員長） 

職場見学会のご案内 

１１月２２日（水） 筑波宇宙センター  １１：１０白井石油さん前よりバスにて出発します。ご参加お願いし

ます。 

 

新世代奉仕委員会 （古谷榮一委員長） 

ライラセミナーの案内が届いております。回覧いたします。参加いただける方は委員会までご連絡くださ

い。宜しくお願いします。 

 

幹 事 報 告 （青木正弘幹事） 

週 報 受 理 水戸ＲＣ、水戸西ＲＣ、水戸東ＲＣ 

例会変更通知受理 なし 

 

会 長 挨 拶 （松村仁寿会長） 

四つのテストについて 

まず最初に考えなければならないことは、この四つのテストは、決して事業

の倫理基準や商道徳を高めることを目的に作られたものではなく、倒産の

危機に瀕していた調理器具メーカーを再建させるために作られた、極めて

現実的な基準だということです。すなわち四つのテストというのは、商取引

をする当事者同士が納得ずくで取引できる基準を示したものなので、社会

で一般的に適用するとは限りません。 

よく、癌の告知や死期の告知に四つのテストを適用すべきか否かとか、醜

い女性に、正直に醜いと告げるべきか否かと言った議論をする人がいます

が、四つのテストはあくまでも商取引にのみ適応するように作られた基準であることを忘れてはなりません。

商取引はシビアなものですから、それを厳密に判定する基準が必要ですが、一般の生活に夢や希望を

与えるためにつくささやかな嘘は、人生の潤滑油として必要不可欠なものなのです。 

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 と複数形になるはずです。これが

単数形であるのは、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。 
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ロータリーの綱領が Object of Rotary と単数形であり、四つの項目が渾然一体となって、一つの綱領を形

作っているのと同様です。 

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。商取引において、商品の品質、納期、契約条件などに嘘偽りが

ないかどうかは、非常に大切な基準です。 

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な判定であるのに対

して、事実とはその事実があったのか、無かったのかの二者択一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 と all concernedという言葉の翻訳に問題があります。fairは公平ではなく公正と訳すべきでしょう。公平

とは平等分配を意味するので、例え贈収賄で得た 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。冒頭に述べたように四

つのテストは「商取引」の基準として定めた文章ですから、この concerned (関わりのある人、関係する人) 

は「取引先」のことを意味することは明白です。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、店ののれん

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

て、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。商取引において適正な利潤を追求することは当然なことであ

り、決して恥ずべきことではありません。ただし、売り手だけが儲かった、また買い手だけが儲かったので

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。 

 
会 員 卓 話 秋田 政夫会員 新世代奉仕月間に因んで 

新世代月間宅話「ライラセミナー並びに青少年育成への思い」 
１．新世代、青少年をとりまく社会背景 
平和で豊かな生活を手にした日本人、そして青少年にとって国家の将来像

が確立されない為に「生き方、学び方、価値観」を見失っている。改革、改

革の風潮による社会への不安が増加している。成熟社会から衰退社会へと

進んだ、過去の先進国フランス、西ドイツ、そしてイギリス社会と良く類似す

る点が多い。 
２．ライラの起源と変遷 

1949 年、アメリカにて設立。1959 年オーストラリア、ニュージーランドにてプログラム化され、1971 年に

RI に採用される。1975・76 年 2660 地区（大阪）にて日本最初のライラセミナーを開催する。 
2820 地区においては 1979・80 年に地区 2550（栃木）と高萩市、大心苑にて第 1 回合同ライラセミナー

を開催し、1992 年地区分割に伴い 16 回以降は地区別ライラセミナーとなる。18 回はその年度のガバナ

ーの考えで中止となる。19・20 回は会場をひたちなか陸上自衛隊施設学校にて開催。21 回は土浦市、

国民宿舎水郷。22・23 回は水海道市、あすなろの里。24・25 回は日立市、あさかわ山荘・日立会瀬青少

年の家。25 回は県立中央青年の家にて開催する。 
３．ライラの目的 
各クラブから推薦された 19 歳から 30 歳までの若い人々とロータリアンがテーマに従い 2 泊３日の日程で
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行う集中キャンプセミナーで若い参加者はこの体験によりお互いの理解と友情を育み、リーダーシップを

身につける。 
４．私とライラの出会い 
2001・2002 年度、北村ガバナー年度に地区新世代ライラ委員長の任命を受ける。 
第 22・23 回ライラセミナー開催（水海道市、あすなろの里会場） 
ホストクラブ：.水海道 RC22 回（小島会長）23 回（田中会長） 
22 回テーマ ：（１）環境問題から「自然との共生」（２）生き方から「人生観と世界観」（３）国際化の中「日本

の文化の理解」 
23 回テーマ：（１）奉仕から「ボランティア活動」（２）人間関係から「仲間つくり」（３）「リーダーシップ」 
第 22 回ライラセミナーからライラに国際性を導入する。米山奨学生、国際親善奨学生、青少年交換学生

が参加をする。 
５．ライラについての感想 
ライラは青少年の異業種交流の場であり、それにより感性を磨き、人間関係、友好関係、考える時間、プ

レゼンティション、コミュニケーション、国際理解を体験、学習する機会を得ることができる。そして、自分自

身の資質をより高め、将来リーダーとしての潜在力を呼び起こすチャンスを発見できるのではないか。 
６青少年、人間関係と生活環境面の変化 
 （人間関係面） 
     １．家族同士の交わりと団欒の機会が失われる 
     ２．親子間の共同作業の機会が少ない 
     ３．学校生活での仲間意識、連帯感、協調性、が無くなる 
     ４．家庭、地域、学校間.の交流、共同体験、協力し合う場が無くなってきた 
 （生活環境面） 
     １．都市化、大型店の進出により、既存の町の活性化が失われ、生活空間が無人化され、価値観

が多様化してきた 
     ２．都市開発により自然環境が破壊し、地域の伝統文化、景観、郷土愛が無くなりつつある。 
     ３．情報化社会、その伝達機能の利用方法によっては人間性が失われていく 
     ４．日本型資本主義経済社会が崩壊し、欧米型の合理と論理の市場経済社会に移ってきている 
７．青少年、物質的豊かさから精神的豊かさと心を求める時代へ 
 強靭な精神を生んだ本質、武士道精神の理解、「敗者への共感、劣者への同情、弱者への愛情、惻隠

の情」武士道道徳（慈愛、誠実、忍耐、正義、勇気、名誉、恥）を生活の行動基準、判断基準とし、人生

の座標軸とする。 
８．第２６回ライラセミナー会場県立中央青年の家玄関壁掛けから 
作家 倉本 総 氏による 

1. 今日だけに生きている若者がいる。 
2. 明日を元気にしている若者がいる。 
3. 未来を考えている若者がいる。 
4. 不安いっぱいの若者がいる。 
5. 不安を忘れようとする若者がいる。 
6. 不安と闘っている若者がいる。 
7. 叱られたことのない若者がいる。 
8. 愛したことのない若者がいる。 
9. 信じたことのない若者がいる。 
10. やさしさを知らない若者がいる。 
11. やさしさを忘れた若者がいる。 
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12. やさしさを誤解している若者がいる。 
13. 闘いを避けている若者がいる。 
14. 闘いを見るだけの若者がいる。 
15. 闘いに飛び込む若者がいる。 
16. 敗北を知らない若者がいる。 
17. 敗北を恐怖する若者がいる。 
18. 敗北がいかに貴重かと言うことを考えない若者がいる。 
19. 目的を持たない若者がいる。 
20. 目的を探している若者がいる。 
21. 目的に向かっている若者がいる。 
22. 感動を知らない若者がいる。 
23. 感動を求めている若者がいる。 
24. 座って待っている若者がいる。 
25. 待てば誰かが与えてくれると巣の中でヒナのように待っている若者がいる。 
26. 待っていても何も始まらない必死に飛ぼうとしている若者がいる。 

そんな若者にせめて何人かに今、この俺がしてやれることは何か。と・・・・・・・ 
われわれロータリアンも今、青少年のために何をしてやれるのかを考え、行動することが次世代への責任

のような気がします。 
 
出 席 報 告 （染谷正美委員長） 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜暇 メーク 出 席 率 

４８名 ３５名 １３名 ０名 １３名 １００．００％ 

 

ニコニコボックス （登坂 寛ＳＡＡ）           入金計  ￥３１,０００   累計  ￥６１３,０００ 

誕生祝御礼 ≪会員≫古谷会員 ≪配偶者≫白井会員 

秋田会員、卓話を宜しく！！   松村会員 

例会欠席しました。   青木（正）・穂戸田  各会員 

宜しく。   大串会員 

いい季節になりました。   田上会員 

例会欠席しました。遅ればせながら、ロータリー情報委員会主催の家庭集会に全員の出席を頂きありがと

うございました。   青木（全）会員 

秋田委員長、卓話宜しくお願いします。倉持副委員長、司会お願いします。  石塚（克）会員 

義弟が結婚しました。  熊谷会員 

納涼会の写真、ありがとうございます。   染谷（秀）会員 

その他   横山会員 

早退します。   染谷（正）会員 

ＳＡＡ委員長、申し訳ない。    倉持会員 

うまいこと台風を避けて久米島に行ってきました。   登坂会員 

 

会報委員会  委員長 角田雅宣   副委員長 北村 仁   委員 山崎善市 
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９月８日（金）アサヒビール関東工場 

 


