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♦会長挨拶         新井会長 

皆様こんにちは。 

いよいよ 12 月に入りました。ロータリーでは

毎月ごとに、テーマが決められています。今月

12 月のテーマは何だかご存じですか？ 

この皆様が持っていらっしゃる会員手帳の「年

間プログラム」のページに記載されています。

例えば 8 月は「会員増

強・新クラブ結成推進

月間」でした。12 月の

ところを見ると…「疾

病予防と治療月間」で

あることがわかります。 

皆さんに購読していた 

 

だいている「ロータリーの友」では毎月、この

強化テーマに沿った特集が組まれております。

「ロータリーの友」は大変読み応えのある雑誌

です。私は「ロータリーの友」を毎月楽しみに

愛読しております。12 月号ではいろいろなロー

タリアンの方々の「健康法」が載っていてとて

も面白く拝読しました。 

皆さんもそれぞれの健康法を持っていらっし

ゃると思いますが、私の健康法は愛犬との散

歩・海の夕日を眺めて…稲村ケ崎の駅前のワイ

ンバーで赤ワインを 1杯いただく…という呑気

な都合の良い健康法です。 

健康といえば、実は、先日青木さんが大腸の癌

が見つかりまして…今月 22 日にご入院、23 日

に手術が決まりました。しばらくはロータリー

もお休みされるそうです。皆さまからもご心配

の声が多かったので、今朝、青木さんとお話を

してこの場で報告をする了解をいただきまし

た。癌のステージは手術でとって検査をしてみ

ないとまだわからないそうです。青木さんがと

にかくご無事で手術が終わられるように、皆様

とお祈りしたいと思います。 

もうひとつ、健康に絡めてご報告します。 

車屋さんでは三か所あった駐車場がひとつ減

り、今までロータリークラブで使わせていただ

いていた場所が一般の方もご利用になるそう

です。そこでなんですが、ゴルフ場側のちょっ

と歩いていただく場所をぜひご利用いただき

たいとのことです。健康のためと思ってぜひ少

し遠めの駐車場をご利用くださいませ。 

では本日もよろしくお願いいたします。 

例会日■2021 年 12 月  6 日(月) 会場■隠れ里 車屋  開会点鐘■12：30 

■http://www.fujisawaminami-rc.com 

  ■E-mail：f.minami-rc@za3.so-net.ne.jp 

事務局：藤沢市辻堂２-９-１横浜銀行辻堂支店内 TEL・FAX：0466-34-8949 

藤沢南ロータリークラブ 

 

  
           

プログラム 

開会点鐘 ·········· 新井会長 

四つのテスト         芝幹事 

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 

ロータリーソング       大澤会員 

 君が代  

 藤沢南 RC の歌 

会長挨拶 ·········· 新井会長 

各委員会報告 

本日のプログラム 

卓話：倉田プログラム委員長  

テーマ：1942 年 6 月ミッドウェー作戦 

閉会点鐘 ·········· 新井会長 

http://www.fujisawaminami-rc.com/
mailto:f.minami-rc@za3.so-net.ne.jp


 

2 

藤沢南第 1852 回 

回 

回 

 

C 第 1537 号  

 

号 

♦来賓ビジター 

♦お祝い発表 

（会員誕生祝）    （配偶者誕生日祝） 

羽原      18 日   髙岡     1 日 

馬場     18 日   竹内      12 日 

瀬戸     24 日  （結婚記念祝） 

後藤     29 日   小林     25 日 

  

◆本日のプログラム 

12 月 6 日(月)車屋さんにて例会が行われまし

た。本日はクジでの指定席。ソングリーダーは

大澤会員。 

   

本日のミニ研修は高科会員より四つのテスト

の成り立ちについてご教授頂きまさした。 

 

本日の卓話はプログラム委員長倉田会員です。 

     

１９４２年６月

のミッドウェー

作戦のお話から 

アッツ島の戦い、

そしてとなりの

キスカ島に取り

残された5500人

以上の救出作戦

を任された木村

昌福海軍中将の

お話に。なんと、

この木村昌福さ

んは倉田会員の

おじいさんの兄

という事で、一同

ビックリ    そう

言われるとお顔

が倉田会員と似

てらっしゃいま

すね！のちに映画化され『太平洋奇跡の作戦 

キスカ』という題名で三船敏郎さんが演じられ

たそうです。はなしはクライマックスでタイム

アップ。 

続きは、またの機会にという事でした。残念。 

次回１３日は、18 時より鎌倉プリンスホテルに

てクリスマス例会です。 

親睦委員の皆様が一生懸命ご準備下さってい

ますので皆様お楽しみに。 

 

♦社会奉仕委員会より「つじせいキッチン」へ

ガス高速オーブンを寄贈 

12 月４日新井会長、松長社会奉仕委員長で辻堂

青少年会館を訪問しました。 

辻堂青少年会館は、（公財）藤沢市みらい創造財

団が藤沢市の委託を受け指定管理運営してい

る青少年の健全育成を図るための施設で、青少

年の心のよりどころとなる地域密着型コミュ

ニティーの形成拠点としてとして様々な事業

を行っています。 

藤沢南ロータリーでは今年度、食育型子ども食

堂「つじせいキッチン」にガス高速オーブンを

寄贈し、今後も地域と子供たちのためになる相
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互交流を続けていきたいと思っています。 

当日は、あさから「もったいないネット（支援

を必要としている子育て家庭に食料品の配布）」

「チームレスキュー（１年間防災について学び

子ども防災隊員としてリーダーを目指す」「辻

堂まちづくり会議ボランティアによる学習応

援」と、忙しい中でしたが、チームレスキュー

の最終日ということで卒団式をともにお祝い

させて頂きました。 

１年間の防災活動を通して、いざという時に自

分で考え行動できるように、日々備えの意識を

もてる将来の防災リーダーたちでした。 

その後伊藤館長と今後の交流についてご相談

させて頂きました。伊藤館長には、１２月２０

日の最終例会で卓話をお願いしております。 

藤沢南ロータリーの会員カラーを活かした新

しい交流を進めていきたいと思います。 

   

 

 

♦高科研修リーダー③ 

四つテスト：1943 年 1 月（昭 18 年）に職業奉

仕プログラムの一つの構成要素としました。今

日では四大奉仕部門のすべてにおける不可欠

の要素として認識されています。 

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 

THE4-WAY TEST   of the things we  １：Is 

it the truth 2:Is it fair to all concerned   

3:Will it build goodwill and better friendship? 

4 :will it be beneficial to all concerned? 

英文翻訳から１：事実かどうか２：みんなに公

正か３：信用を高め、取引先をふやすか 

４：すべての取引に利益をもたらすかという、

翻訳をする考えもあります。 

1929 年（昭和 4 年）から始まった世界恐慌の

時期に、ロータリアンが成し遂げた大きな業績

の一つに、四つのテストの制定があります。

1931 年（昭 6 年）シカゴ・クラブの会員でした

ハーバート・テラー1893 年生まれ（明 26 年）

は、不況のあおりをうけて、破産寸前状態にあ

ったシカゴのクラブ・アルミニウム社調理器具

メーカーの再建を依頼されました。 

信仰心の厚いハーフは、同社を建て直し、大恐

慌下の沈滞ムードを払拭するための手段とし

て、社員たち正しい考えを持って、正しい行動

をすれば、会社全体の信用が高まるに違いない

と、社員全体が簡単に覚えられて、自分を取り

巻く人たちに対して、考えたり、言ったり、行

動したりする時に応用できる合理的な指標が

必要であると考えました。その結果四つのテス

トが生まれました。四つのテストは、クラブ・

アルミニウム社に対する信望を高めることに

なり、財政の改善することが出来ました。 

難局に挑んだ：四つテストある日のこと、販売

部長が調理器具 5万点の注文が取れるかもしれ

ないと発表しました。売り上げは低迷状態にあ

り、会社は依然として倒産の危機から脱してい

ませんでした。最高幹部の人達は、明らかにこ

の販売の機会を逃すことなく、商談が成立する

ことを望んでいました。しかし、一つの問題点

がありました。販売部長が聞いたところはでは、

注文主である業者は商品を値引きして販売し

たいと言うのです。「これでは、これまでわが社

の製品を地道に宣伝し販売してくれたディー

ラーに対して不公平となります」と言うのが販

売部長の意見でした。結局、この注文は断るこ

とになりました。その年は、ほかにいくつか厳

しい決断がくだされましたが、その中でも最も

苦渋に満ちた決断の一つでした。この取引を行

っていれば、疑う余地もなく、同社が営業活動

のよりどころとする四つテストを嘲笑（ちょう

しょう）することになったでしょう。 

いかがですか？これでも、あまりに理想的すぎ
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て実社会には向かない、とお考えですか？四つ

テストは、ビジネスという厳しく、変転きわま

りない世界で生まれ、経済界が経験した過酷な

時代の中で、厳密な試験を経て生き残ってきた

ものなのです。 

現行の「四つのテスト」は 1954 年（昭 29 年）

東京クラブの本田親男氏（ほんだもとお）の翻

訳によります。今こそ必要なのは倫理的誠実さ

です。現在四つのテストは、100 か国以上の言

語に翻訳されています。ロータリアンは四つの

テストを覚えて下さい。 

♦カンボジアより救急車の感謝状が届きまし

た！ 

   

 

♦定例理事会⑥ 

2021～22 年度 藤沢南 RC 第 6 回 定例

理事・役員会 議事録 

日時：２０２１年１２月６日１３時３０分～  

場所：隠れ里 車屋  

出席者： 新井 芝 湯浅 倉田 髙岡 阿部 

安田 高科 木本 羽原 

議題 

1. 元会員、関根滋廣様（チャーターメンバー）

へ記念品を贈呈する件 

以前、森谷会員の際には５０００円程度の記

念品贈呈した実績あり。 

※全会一致で承認。（予備費にて、新井会長が

用意して贈呈することに決定） 

2. クリスマス例会、舞台上のマスク着用につ

いて演者はマスクを外す。子供達が舞台に

上がる際にマスクを着用させるかどうか？ 

原則はマスク着用。 写真撮影の際など、一

時的に外す場合には指示を出して外しても

らう。※全会一致で承認。 

3. ロータリー奉仕デー２月１２日の有森様講

演の進行や分担について 

阿部奉仕デー委員長より別紙のタイムスケ

ジュールにて説明 

有森氏及び付人の昼食用意に関しては、未だ

有森氏より回答が無い為、未定。 

ロータリアンには昼食等の用意無し。 

司会を羽原会員、松長会員に依頼したいとの

こと。 

集合時間は藤沢南クラブメンバーが１１：３

０分。他クラブの会長・幹事は１２：００。 

出席者に関して、各クラブ、会長・幹事・会

長エレクトの３名ずつ。 

ボランティアに参加して頂いた各学校の生

徒に有森様の講演配信チラシ（約２万部）を 

配布する件に関して、靴の回収時に各クラブ

より配布して頂くか、有償にはなるが、印刷 

会社に配送を依頼するか協議。 

有森様への謝礼金に関して、永松 AG と金額

を調整して提案予定。 

以上の内容は改めて協議し、１２月２０の例

会終了後に、ロータリー奉仕デー委員会を 

開催し、内容を詰めることに決定。その際の

出席メンバーは理事・役員とする。 

ロータリー奉仕デーを合同例会扱いとし、２

月１４日の通常例会は休会とすることで全

会一致にて承認。 

4. その他 

 新井会長より提案。 

 年初の例会はノンアルコールビールになる 

が、乾杯をしたいとの要望。 

 ※全会一致で承認。 

 木本会長エレクトより 

 戦略計画を来年１月頃より動き出したいの

で、メンバーを決めて頂きたいとの要望。 

 新井会長より、近日中に決定する旨、回答。 
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♦他クラブ例会変更及び休会 

寒川 RC12/20(月)→18(土)例会後､クリスマス 

親睦会17:30於:寒川神社参集殿4F「富士」 

     27(月)→休会(祝日週) 

 2022年 1/3(月)→6(木)例会後「賀詞交換会」 

   17:30点鐘於:寒川神社参集殿 2F「天平」 

     10(月)→休会(祝日週) 

     17(月)→昼例会例会後「事業所訪問」 

   12:30 点鐘、訪問先(株)ムーパプル・トレ

ード・ネットワークス 

     24(月)→休会(クラブ定款による) 

♦次週プログラム 

1２月１３日（月）クリスマス家族例会 

        髙岡親睦委員長、親睦委員会 

         18:00 受付、18:30 点鐘 

         鎌倉プリンスホテル  

♦出席報告 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

会員数 出席義務者 出席免除者 出席者 暫定出席率 前々回出席率 

３８名 ３５名 ３名 ２３名(免２名含) ６２・１６％ ７２・９７ 

本日欠席者 青木君、入澤さん、大和田君、後藤君、陣内君、瀬戸君、沼野井君、長谷川君、 

馬場君、松尾君、村井さん、森君、山田君、吉田君   メイク＝永松君 

新井会長 

倉田様、卓話よろしくお願い致します。 

いつもプログラム委員長としてご尽力いただい

ております。ありがとうございます。 

お話を楽しみにしています。 

芝幹事 

倉田様、卓話よろしくお願い致します。 

寒さが厳しくなってきたので、皆様、ご自愛下

さい。 

川島君 

お世話になります。 

倉田様、卓話よろしくお願い致します。 

木本君 

お世話になります。 

倉田様、卓話よろしくお願い致します。 

倉田君 

今日はプログラムに穴が開いてしまった為、 

急遽、私の卓話となってしまいました。 

準備不足、お許し下さい！！ 

竹内さん 

倉田様、卓話よろしくお願い致します。 

いよいよ来週、クリスマス例会ですね。 

今からとても楽しみです。 

安田君 

寒くなってきました。皆さん、体に気をつけて

下さい。倉田さん、本日の卓話楽しみにしてい

ます。よろしくお願いします。 

スマイル

BOX 
スマイル BOX 本日￥7,000.⁻   累計￥790,016.- 


