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善意というものがないなら 
  ロータリークラブは唯の社交クラブだ。 
  職業は金儲けのためでしかなく、 
  社会奉仕というも施しにすぎず、 
  国際奉仕は外交以外の何ものでもない。 
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１． 点 鐘                                                                                      

２． 国歌斉唱 

３． 桐生市歌斉唱 

４． 「四つのテスト」唱和 

５． 来訪者紹介 

６． ロータリー情報アワー 

７． 米山功労者表彰 

８． 結婚・誕生祝 

９． 乾 杯 

 

 

 

 

 

１０． 会長の時間 

１１． 幹事報告 

１2． 委員会報告 

１3． 講 話 

    「ガバナー講話」 

      国際ロータリー第 2840 地区 

               ガバナー本田博己 君 

１4． 点 鐘

 

 

〈国際ロータリー第 2840 地区 ガバナー〉  本田 博己 君 〈桐生第一高校ＩＡＣ顧問〉 金子 美千花 先生  

〈      〃        地区幹事〉  板垣  忍 君 〈桐生第一高校ＩＡＣ部長〉 田部井こずえ さん 

〈     〃 第２分区Ａガバナー補佐〉星野 榮助 君  

 

ロータリー情報アワー 
         ロータリー情報委員長 塚越紀隆 君 

◎ 四つのテストについて ―The Four－Way Test― 

「四つのテスト」は、ハーバート・J・テーラーというアメリカ

のロータリアンが１９３２年、倒産寸前のある企業の再建

を引き受けたときに考えた企業の倫理的指針。 

この指針は、非常に効果的な影響を従業員に与え、見

事その企業の再建を果たした。このことから、国際ロー

タリーは、職業奉仕にふさわしい職業倫理訓としてこれ

を認めている。 

テーラー氏は１９４２年に「四つのテスト」を使用する権利

を国際ロータリーに与え、彼が国際ロータリー会長に１９

５４年就任したとき、この著作権を国際ロータリーに譲っ

た。 

手続要覧には『四つのテストを複製あるいは使用する唯

一の目的は人間関係における高度の道徳的水準の向

上を図り、それを維持することでなければならない』とさ

れている。 

 

米山功労者表彰 

 

 

 

 

結婚祝 

 

 

 

誕生祝 

 

 

 

堀   明君 34 回 
岡部信一郎君 33 回 
山上 達也君 23 回 
 

ようこそビジター 

歓   迎 
国際ロータリー第 2840 地区 本田 博己ガバナー公式訪問 

岸田 信克君 70 歳 
藤江  篤君 64 歳 
高橋 弘史君 42 歳 
 

第1回 澤田匡宏君 
第1回 月門快憲君 
第2回 野間義弘君 
第2回 前原勝良君 
第2回 松島宏明君 



 
 

会長の時間 

本日の例会は本田博己ガバナーの公式訪問で御座い

ます。第 2840 地区には４６のロータリークラブ有りますが

その最初に訪問して下さいましたことは大変光栄であり,

ガバナーの心使いに感謝する次第で御座います。そし

て桐生ＲＣ全会員で心より歓迎致させて戴きます。又過

日行われました夏の全国高校野球選手権大会に於い

てガバナーの地元であります前橋育英高校が見事優勝

され大変おめでとう御座いました。そして本日同行して

下さいました板垣地区幹事の甥子さんもライトで活躍し

ておられたとお聞きし重ねて心よりお祝い申し上げま

す。 

さて、先々週の例会にて星野ガバナー補佐より本日の

公式訪問に対してご指導を戴きましたが、その中で本

田ガバナーのお人柄に触れ、大学で哲学を専攻し、ロ

ータリー対しても真摯に向き合って大変真面目な方とお

聞きしました、例会前に行われました新世代委員長、イ

ンターアクト、ローターアクト同席の懇談会でも和やかな

中にも真剣な話し合いが行われました星野ガバナー補

佐の云われた通りの方でした。今年度ガバナーの地区

スローガンは「希望を語ろう」で御座います、この後の講

話でその思いをお聞きし、クラブ協議会ではクラブ全般

に対してご指導、ご助言戴ければと思いますので宜しく

お願いいたします。 

 

《報 告》 

・8/19 群馬第２分区 A 星野榮助ガバナー補佐訪問 

     本日公式訪問についての助言 

・8/21 桐生５ＲＣ会長幹事会 

     桐生５ＲＣチャリティー合同ゴルフコンペ、 

     本田ガバナー合同歓迎会 

・8/26 家族合同納涼会(美喜仁ジパングにて) 

 

《予 定》 

・9/2 長期計画委員会 家庭集会 桐生倶楽部 

・9/8 群馬県野球大会 産業人ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

・9/9 善行青少年表彰 桐生市内中高 21 校 

    定例理事会 

 

幹事報告 

・国際ロータリーより、ロータリーレートのご案内です。 

 ９月は、１＄＝１００円です。 

・ガバナー事務所より「第１２回ロータリー全国囲碁大

会」と 「2580 地区(那覇西 RC)地域自然環境保護活

動参加者募集」のご案内が届いております。 

・疋田直前ガバナー事務所より「水からプロジェクト」に

際するお礼状が届いておりますので、各テーブルに

配布してあります。 

・わたらせ養護園より「とんがりやね」が届いております。 

・桐生南、桐生西の各ＲＣよりクラブ現況報告書が届い

ております。 

・桐生西、桐生赤城、太田の各ＲＣより週報到着。 

・次週９日(月)の例会は、善行青少年表彰となりますの

で、よろしくお願い致します。 

 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 25 年 9 月 2 日) 

総員 61 名：出席 45 名 

平成 25 年 8 月 5 日例会修正出席率：82.14％ 

平成 25 年 8 月 19 日例会修正出席率：77.19％ 

 

ニコニコボックス 

国際ロータリー第 2840 地区ガバナー本田博己君…本

日は公式訪問ということでお邪魔させていただきます。

貴クラブのますますのご発展を心より記念申し上げます

／群馬第 2 分区 A ガバナー補佐星野榮助君…本日は、

よろしくお願いします／牛膓章君、疋田博之君、堀明君、

前原勝君、松島宏明君、川村隆君、澤田匡宏君、山上

達也君…本田ガバナー、板垣地区幹事をお迎えして／

北川洋君…本日、乾杯をさせて頂きます／塚越紀隆君

…ロータリー情報アワーをさせて頂きます／大友一之君

…先日の家族合同納涼会のビンゴで景品を頂きました

／朝倉剛太郎君…しゅんすけ君募金にご協力頂きあり

がとうございます／堀明君、岡部信一郎君、山上達也

君…結婚祝／岸田信克君、高橋弘史君…誕生祝／塚

越平人君…出席 100％／野間義弘君…写真戴きまし

た。 

 

米山奨学委員会 

疋田 博之君 10,000 円 

 

講 話 

 

 

 

 

 

 

 

7 月より 1 年間ガバナーを務めます、前橋ロータリークラ

ブの本田博己（ほんだひろき）と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 私は、職業は、「ヤクルトおじさん」ですが、前職は、出

版社で辞典の編集をやっていました。ロータリーには、

ロータリー用語と言われる独特の言い回しや言葉がたく

さんありますが、英語が原文ですので、その日本語訳が

必ずしも適切ではないことが、前職の職業病（？）か、と

ても気になります。その辺の議論は、ガバナー月信のガ

バナー・コラム「ロータリーの誤解・正解」シリーズで連載

中ですので、興味のある方はご笑覧ください。私は、九

州の大分県別府出身で、縁あって群馬に来て 20 年に

なります。今ではすっかり群馬県人になったと自覚して

いますが、これもロータリークラブでのロータリアンの皆

様との交友のお陰だと思っています。 

私の経営の拠り所は、「マネジメント」という言葉を「発

明」したピーター・ドラッカーとクロネコヤマトの開発者 

小倉昌男さんです。いずれも残念ながら 2005 年に亡く

なりました。特に、小倉昌男さんは銀座新ロータリークラ 

ガバナー講話 
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第 2840 地区ガバナー 

本田 博己 君 

 



 
 

 

ブに在籍したロータリアンでした。小倉さんが社員に言

い続けたのが「サービスが先、利益は後」というスローガ

ンですが、これはロータリーの二つのモットーに通じる、

ロータリアンの小倉さんらしい表現のように思えます。 

私が信条としているのは、日本映画の名監督小津安

二郎さんの「なんでもないことは流行に従う。重大なこと

は道徳に従う。芸術のことは自分に従う」という言葉です。

今の私は、これに付け加えて、「経営のことは、ロータリ

ーの奉仕の理念（奉仕の理想）に従う。」と申し上げたい。

私がロータリーに熱心に取り組むようになったきっかけ

は、ロータリーの「奉仕」“Service”、「奉仕の理念」が私

の経営観、経営理念と一致すると気がついたときからで

す。 

私は、1996 年に前橋ロータリークラブに入会しました

ので、今年で 17 年になりますが、今年 15 年例会皆勤

（皆出席）表彰を受けました。つまり、入会して2年ぐらい

は、多忙を理由に例会に欠席がちで、クラブの様々な

活動にも不熱心な会員であった、ということです。 

入会 3 年目で副幹事を拝命して以来、様々なクラブ

の役職を経験し、地区では、委員会やガバナースタッフ

（地区副幹事）として出向の経験を重ねるうちに、ロータ

リー理解の深まりや大勢のロータリアンの皆様との交友

の広がりができてきて、今に至っています。 

私は、地区目標の第 1 に「クラブを元気にしよう」と掲

げました。『手続要覧』にはガバナーの任務が 14 項目

並んでいますが、地区・ガバナーの役割は、一言で言

えば「クラブが元気になるための支援」であると考えてい

ます。 

様々の点でロータリーは危機の時代を迎えていると

言われています。ただ、危機があるとすれば、それは外

部要因ではなく、自分たち自身、そしてクラブの中に課

題や問題があると捉えなければ、真の問題解決にはつ

ながりません。 

私が掲げた地区スローガン「希望を語ろう！」は、ロー

タリーの危機を言い募るより、クラブの中に「希望」を見

つけ、「希望」を語ることのほうが今は大事だと考えたか

らです。特に、クラブ指導者やシニアリーダー、ベテラン

ロータリアンの皆様は、クラブの中の「希望」の芽を育て、

次世代へ「希望」を伝えてゆく責任があるのではないで

しょうか。 

ロン・D.バートン RI 会長は、“Engage Rotary, Change 

Lives”「ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を」と

いうテーマを掲げています。この日本語訳は意訳で、真

意がつかみ難いですね。 

“Engage Rotary”を素直に訳せば、「ロータリーに積

極的に参加しよう（関わろう）」、“Change Lives”は、「自

分も含めてみんなの生活（生き方・人生）を変えよう」とな

ります。キーワードは、“Change” という言葉ですね。自

分の生き方 を “Change” できれば、みんなの人生も 

“Change”できる。自分が変われば、自分の可能性も広

がり、世界をより良いものにしよう、他者の生活や生き方

をより良く変えてゆこうというインスピレーションやパワー

も湧いてくるでしょう。ロータリーに積極的に参加すれば、

一番変わるのは自分の人生だ、ということです。 

  

 

私は、ロン・バートンさんのテーマを受けて、地区スロー

ガンとして「希望を語ろう！」と呼びかけていますが、「希

望」は、非現実的、実現不可能な「夢」とは違うと考えて

います。「希望」は、個人としては、真のロータリアンに成

長するための可能性の追求、クラブ組織としては、クラ

ブの存在価値を高めてゆくための可能性の追求、と捉

えています。 

現状を是とし、そこに安住する気持ちからは、「希望」

は生まれません。変化を強く望む心に「希望」は生まれ

ます。自分たちのクラブの将来像をみんなで語り合い、

クラブに対する思いをひとつにすることから、「希望」は

始まるのです。 

10 月 27 日に開催される地区大会の目玉企画のひと

つが、「私のロータリーモメント」の記念出版と発表です。

今年 1 月に米国サンディエゴで開催された国際協議会

（全世界のガバナーエレクトの研修会合）では、毎日の

本会議で、シニアリーダーによる“My Rotary Moment”

（私のロータリー感動体験）のスピーチがあり、大変感銘

を受けました。ロン・D. バートン RI 会長は、「ロータリー

モメント」を、「ロータリーに打ち込むきっかけとなる何か

をロータリーで見つけた体験」と言い換えています。 

私の場合は 17 年のロータリーライフで、八つの感動

体験が思い浮かびます。クラブや地区の役職の経験で、

ロータリー理解が深まり、交友も広がったことが感動体

験につながっていますが、新しい奉仕プロジェクトの立

ち上げやクラブ組織、地区組織の改革推進等、「ロータ

リーの仲間とともに取り組んだ」体験が、八つの体験のう

ち五つを占めています。 

今回、地区大会でお配りする文集「ロータリーモメン

ト」に寄せられた、皆様が熱く語る「ロータリーモメント」の

中には、たくさんの「希望」へのヒント、「希望」の芽、そし

て希望そのものがあります。お楽しみに。地区大会への

多くの会員の参加を心よりお待ち申し上げます。 

最後に RI テーマと地区スローガンを一つにして、皆

様へのメッセージといたします。 

ロータリーに積極的に参加し、自分の生き方を変えれ

ば、自分の中に「希望」 を発見するでしょう。 そして、

その「希望」をクラブの仲間と分かち合い行動を起こせ

ば、みんなの人生をより良いものに変えてゆく可能性、

すなわち「希望」を確信するでしょう。  
 

例会後、クラブ協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

    

 

 

【次回例会予告】 

9 月 16 日(月) 休 会 

9 月 23 日(月) 休 会 

9 月 30 日(月) ♦ 卓 話 長期計画委員会 

          ♦ 食 事 みさき 

お陰様でしゅんすけ君募金は、当クラブで目標額の１００，０００円に達成しました。 
尚、桐生５RC で総額２８５，５００円になり、9/6 桐生倶楽部にて星野ガバナー補佐を始め 
各 RC 会長幹事が集まり、しゅんすけ君を救う会事務局スタッフと懇談を持ちながらお渡し 
しました。皆様、ご協力ありがとうございました。 

桐生第一高校インターアクトクラブは駅前で、生徒会の皆様は朝校門前で、募金活動に 
協力してくれました。 

しゅんすけ君を救う会へ寄付 


