
・ロータリーのメモリアル
1月から3月にかけて、ロータリーにとりまして
はメモリアルな時期です。1月27日はポール・ハリ
スの命日、2月23日は国際ロータリーの創立記念日、

3月15日は帯広ロータリークラブの創立記念日です。本日は記録
保存委員会の担当ですので、過去の歴史資料から色々な話題を提
供したいと思います。
クラブの事務局には、非常に多くの記録文書が保管されており
ますが、7年前に行われました創立70周年記念誌が50数冊の在庫
がありましたので、関係者のお許しをいただいて配付することと
しました。
70周年記念式典は、2005年3月6日に行われましたが、当時の会
員109名のうち現在在籍する会員は51人です。現在の会員数89名
のうち、70周年以降に入会した38人の会員にこの記念誌を進呈す
ることにしました。
この記念誌は、当日のカラー写真をふんだんに掲載されており
ますので、式典や懇親会の様子を楽しくご覧いただけるのではな
いでしょうか。
・帯広RCの主な記念事業
最初の記念事業は、創立20周年・再開5周年ですが、国際ロー
タリー50周年と重ねて行われました。帯広RCは1935年の3月15日
に創立しましたが、戦争という世情のなか、5年後の1940年9月5
日の例会を最後に解散し、その10年後の1950年12月19日に再開し
て間もない時期の大きな祝賀行事でした。
その後、帯広RCの周年事業は、規模の違いはありますが、厳
格に5年間隔で実施されておりますが、クラブの周年事業以外に
も、いくつかの記念事業を実施しています。
1965年の国際ロータリー創立60周年というのは、25年周期を慣
例とする国際ロータリーでは変則で、おそらく日本独自のものと
思われますが、この年、帯広ロータリークラブは30周年です。こ
の時の記念事業として、帯広民衆駅の完成に合わせて駅前広場に、
帯広北RCと合同でブロンズ像「大地」を設置寄贈しています。
1980年の国際ロータリー75周年の記念事業として、2年後の

1982年に、帯広市開基100周年、市制施行50周年に合わせて、市
内の3RCが緑ヶ丘の百年記念館の南庭に「大地と夢想」という大
ブロンズ像を設置贈呈し、「21世紀へのメッセージ」と云うタイ
ムカプセルを埋めました。開封は、50年後の2032年と約束されま
した。
・25周年記念誌から拾い読み
創立25周年（再開10周年）の記念式典は、1961年（昭和36年）
の2月23日の国際ロータリー創立記念日に挙行されました。会場
は帯広商工奨励館で、式典から祝宴まで3時間通しの式次第が細
かく分刻みで書かれております。会長挨拶19分、式典委員長挨拶
14分、来賓祝辞はすべて3分です。祝宴のアトラクションは、小
唄、舞踊、歌謡曲、楽団演奏など、当時の世相が偲ばれます。
当時の会員数は56人で、集合記念写真には、お若い田中PGの
お顔や現在の会員の祖父にあたる会員も多数居られて、帯広RC
の受継がれている歴史と伝統に感動します。

■プログラム
「帯広ロータリークラブ：アーカイブⅡ」

奥　周盛 記録保存委員長

例会場の変遷に関する記事がありました。戦前は藤丸デパート、
戦後再開後は平原荘ホテル、宮本食堂、労働会館と変転した後、
1953年12月から日本勧業銀行帯広支店でした。この例会場はその
後1968年5月にステーションホテルに移るまでのおよそ15年間続
きます。
宮脇冨（あつし）パストガバナーの祝辞がありました。宮脇
PGは、帯広RCの戦後再開の功労者です。当時、帯広畜産大学学
長で酪農に関する学術的功績のみならず、英語に堪能で戦後の日
本ロータリーに多大な貢献をされた方です。祝辞の一部をご紹介
します。当時の帯広クラブの様子が伝わる大変興味深い内容です。
・宮脇冨パストガバナーの25周年式典祝辞（概要）
（前略）・・・・・此のクラブには創立以来数々の思い出を持
っているが、簡単に申し上げると、25年前創立された当時は出席
率も悪く、困ったクラブが出来たものと思ったが、それは日を追
って順次ロータリー精神を体して来る様になった。当時私は札幌
クラブの幹事をして居たが、此のクラブの例会場は藤丸デパート
の三階の方の部屋で、ああいう例会場も他には類例を見なかった。
然し、藤本長蔵氏の様に英語など一句も知らない人が世界漫遊な
ど堂々とやって来られたことなど、進取の気性に富んだ人々の集
まりで、他日必ず立派なものになるであろうという期待もあった。
戦後、日本のロータリー再発足の時は、まず東京、福岡、大阪、
神戸、京都、名古屋、札幌の七つのクラブが出来たのであるが、
その後各地にも復活がはじまって来た。ちょうど私が帯広に住ん
で居た時で、此処にもロータリー再発足の気運が出来て種々と相
談に参画したが、戦前と同様なものにならない様に種々と考え合
って再開がおくれたということもあった。
今はこのクラブは日本国内でも最も優秀なクラブのひとつであ
るが、それは即ち世界に於いても優秀なクラブであるということ
にもなるのであって、社会奉仕の事業にも、出席率にも日本のロ
ータリーの模範的なクラブになって来た。殊に此のクラブの会報
の如きは海外にも有名であって、今日、此の会報の担当者の能勢
君に感謝状をあげたことは大変に結構なことと思う。エバンスト
ンのRI中央事務局でも帯広のブリツテンは有名であって、私も之
に感謝と誇りをもっている。・・・・・以下省略

■会長報告 加藤　維利 会長
今日は先週の続きです。シェルドンが突如ロー
タリーを去った1年後、1931年にシカゴ・クラブの
会員であったハーバード・テーラーは、不況のあ
おりで倒産に瀕していたクラブ・アルミニウム社
の経営を引き受ける事になりました。この会社の

再建に失敗すれば250人の従業員が仕事を失うことになります。
彼はこの状況から脱出して、会社を再建するためには、道徳的、
倫理的な指標が必要だと考えていました。
ある朝、社長室の机の前で頭をかかえて考えていたときに、思
い浮かんで書き留めた24語の言葉が「四つのテスト」でした。ハ
ーバード・テーラーが社員に四つのテストを提示し、従業員がそ
れぞれの職場で実行する事により、会社の業務は改善を続け、5
年後には借金を完済し、15年後には株主に多額の配当金を分配す
るまでになりました。
1939－40年にハーバード・テーラーがシカゴ・クラブの会長に
なり、更に、1954－55年にRIの会長に就任したときに、その版権
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↑携帯サイトが
できました。
バーコードリー
ダーで読み込む
事ができます。

「ロータリーの友　2月号」 横組Ｐ12-14から
日本から3人目の国際ロータリー（RI）会長が誕生します。田中作次RI会

長エレクトが2012－13年度についての抱負を語りました。

なぜ私たちはこの世に生れてきたのかと考えてみると、誰でも使命があ

るのです。私は、年度内に、すべてのクラブが例会でそれぞれの会員に、

自分にとって平和が何を意味するのかを話し合ってもらいたいと考えてい

ます。RCは地域社会のニーズを認識し、それらのニーズに応えるために努

力しなければなりません。互いが持つ平和の意味を認識すれば、クラブの

一人ひとりが平和を実現するために力を注いでくれるようになるでしょう。

がロータリーに寄付され、今日に至っています。
「四つのテスト」は世界各国で翻訳されており、広く活用され
ていますが、複製の使用に当たっては規制があります。日本語訳
については、原文の精神が適切に表現されていないとする指摘も
あり、いくつかの翻訳が試みられています。
今日はその中で「ロータリーの源流　RI2680地区　田中毅PDG」
の4つのテストの解釈を説明します。お手元の資料は先月配布し
ました、研修会資料のロータリーの基本知識の11ページのコピー
です。
読んでもらえばなるほどと思う事ですが、田中毅PDGの解釈は
次の通りになります。
Four－Way Test 四つのテスト
本来四つならば複数形であるはずなのが、単数形であるとい
うことは、四つが纏まって1つの基準となり、すべてをクリ
アーすると言う事を意味しています。
実はロータリーの綱領（目的）「The Object of Rotary」も単数
形ですので、四つのテストと同じ考え方となっています。
Is it the truth？　真実かどうか
「嘘偽りがないか」という意味であります。真実は人間の心
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一を迫るデジタル的判定ですから、ここ
の訳は「事実」と言う言葉を用いるべきで、「事実かどうか」
を意味します。
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。all concernedは
allだけが訳されconcernedが省略されています。Concerned取
引先をさすので、「すべての取引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ではなく、商売上の信用とか
評判、店の暖簾や取引先を表します。ここの訳は「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、買い手だけが損をしたのでは公正な取引と
は言いません。ここの訳は「その商取引によって、すべての
取り引き先が適正な利潤を得るか」が問題なのだということ
です。
今まで歌っていた「四つのテスト」の訳も良いですが、当時の
考えは会社を再建するための行動指針として作られました。経営
者としてはこの訳のほうが理解しやすいのではないかと思いま
す。先週と今週の2回に分けて四つのテストについての話をしま
して、本日の会長報告とさせていただきます。
■会務報告 和田　賢二 幹事
a第6分区【ＩＭ】開催のご案内
日　　時　2月26日a午後1時～（受付12：30より）
場　　所　ホテル日航ノースランド帯広
基調講演　地区　職業奉仕委員長　旭川RC 濱口　勝紀 様
特別講演　㈱エフエム北海道　常務取締役 中田美知子 様
友情の宴　17：20～18：30 同会場にて
※尚、帯広西RC、2月16日eの繰下げ例会と致します。

帯広北RC、2月24日fの繰下げ例会と致します。
帯広南RC、2月27日bの繰上げ例会と致します。
帯広東RC、2月28日cの繰上げ例会と致します。

s帯広5RC・芽室・音更合同例会開催のご案内

日時　2月9日e午後0時～午後1時30分（予定）
場所　ホテル日航ノースランド帯広
講師　㈱ヒューマン・パワー・イノベーション代表

NPO法人Kリーグインターナショナルネットワークス代表理事　須田　達史 様
※尚、帯広東RC、2月 7日cの繰下げ例会と致します。

帯　広RC、2月 8日dの繰下げ例会と致します。
帯広北RC、2月10日fの繰上げ例会と致します。
帯広南RC、2月13日bの繰上げ例会と致します。

d帯広RC、移動例会開催のご案内
日時　2月15日d午後0時30分
場所　カルビーポテト㈱本社工場

11：45 ノースランド前（乗合希望の方のみ）
12：30 JA帯広かわにし別府事業所会議室にて例会・昼食

（帯広市別府町南18線32） カルビー工場　横
12：55 移　動
13：00 カルビーポテト（担当者による企業説明・見学）
13：30 解　散

f帯広北RC、創立記念例会（夜間例会）開催のご案内
日時　2月17日f午後6時30分
場所　ホテル日航ノースランド帯広

g帯広西RC、創立40周年記念例会（夜間例会）開催のご案内
日時　2月23日e午後6時30分
場所　北海道ホテル

■委員会報告　
・出席報告 園尾　眞一 出席委員
2/1 例会の報告　会員総数89名　内免除会員8名　出席者数62名
1/18 例会の報告　メークアップを含む出席者数66名出席率76.7％
・ニコニコ献金 谷山　仁基 親睦活動委員
奥　周盛 会員
建築士会十勝支部長を拝命しました。
奥　周盛 会員
本日の卓話をさせていただきます。
奥原　宏 会員
本日、次年度第一回理事会を開催させていただきます。
■お誕生日祝い

加藤　維利 会員　　合田　倫佳 会員
安岡美樹夫 会員　　神山恵美子 会員

■ご結婚祝い
小林　善之 会員　　若月　　誠 会員　
■配偶者様お誕生祝い
橘　　精三 会員　　合田　倫佳 会員
若月　　誠 会員　　麻生　幸雄 会員
■2月のプログラム予定
2月 9日e「帯広5RC･芽室RC･音更RC合同例会」（世界社会奉仕委員会）
2月15日d「移動例会（職場訪問）」※カルビーポテト（職業奉仕委員会）
2月22日d「米山学友特別インタビュー」ＤＶＤ

「私の夢」米山記念奨学生スピーチ　葉　雅　様（米山記念奨学委員会）
2月29日d「新会員のフォローアップについて」（会員増強委員会）


