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来週のプログラム

◎ガバナー公式訪問

　　喜島健一郎　ガバナー　　 （宮崎西ＲＣ）

　　上田　　普　ガバナー補佐（西都ＲＣ）

　皆さんこんにちは。2、3 日前より朝晩だいぶ

気温が下がり一気に秋深くなったように思いま

す。温度差が激しいですので体調管理十分お気を

付けください。

　さて東クラブでは毎月月初め例会に国歌「君が

代」と「4 つのテスト」を歌いますが、本日はこ

のロータリーの基本理念である「4 つのテスト」

についてお話ししたいと思います。ご存知の方も

多いと思いますが復習としてお聞きいただけれ

ばと思います。

　「4 つのテスト」は 1931 年、訪問販売の職業

分類でシカゴ・クラブの会員であったハーバー

ト・テーラー Herbert Taylor によって作られま

した。テーラーは不況のあおりを受けて、莫大な

借金を抱え倒産の危機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ことになりまし

た。もしも、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、合

理的な指標がどうしても必要だと考えます。従業

員が正しい考え方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思い、自分

を取り巻く全ての人たちに対して、考えたり、行

動したりするときに応用できる指標が必要であ

ることに気づきました。

　社の倫理訓について構想を巡らせる中最初お

よそ 100 語からなる文章だったようですが、こ

れでは長すぎると判断し、それを 7 つの項目に

まとめたようです。当初は 7 つのテストだった

ようですが、これでも長いと 4 項目にまとめ現

在の 4 つのテストになったようです。その後

1942 年に RI 理事シカゴのリチャード・ベナー

がロータリーにもこのテストを取り入れるべき

だとの提案をされ、1943 年に RI 理事会が（職

業奉仕プログラムの一つの構成要素とする）と決

議されました。

会長タイム

濱田　国雄　会長

・会長タイム

・幹事報告

・委員会報告

◎ゲスト卓話

　　石田　喜克　会員

� （高鍋ＲＣ）
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米山奨学委員会アワー

地区米山奨学会部門長　　　　　　　　

長嶺　貴臣（宮崎北ＲＣ）

　この 4 つのテストの日本語訳は 1954 年に公

募され当選したのが東京ＲＣ毎日新聞社社長の

本田親男さんの作品だったようです。このテスト

は 100 か国以上に翻訳されているようです。当

時はまだ歌がなく、歌が出来たのが 1973 年で

相模原南ＲＣ作曲家水谷暢宏さんの作曲です。こ

の水谷さんの曲を我々は毎月歌っているようで

す。さて調べてみると 4 つのテストの新しい解

釈というものが出てきました。これは 4 つのテ

ストは商取引のみ適応するように作られた基準

であることだということから翻訳を見直したよ

うです。ネット上に出ていた文章を記載しますの

で、興味のある方はお読みください

　Is it the truth? 真実かどうか商取引において、

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「事実かどうか」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」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。「信用を高め、取 引先をふやす

か」と訳すべきです。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。「すべて

の取引先に利益をもたらすか」と訳すべきでしょ

う。

ロータリー米山記念奨学事業
外国人留学生への奨学金

2019年9月公益財団法人ロータリー米山記念奨学会

米山奨学事業の概要
•日本のロータリー独自の事業
（日本全国34地区の合同活動）

•日本で学ぶ外国人留学生の支援
（公益財団法人を設立し運営）

•世話クラブ・カウンセラー制度
で交流を重視

事業のはじまり
• 1946年米山梅吉氏逝去
• 1949年日本のロータリーが
国際ロータリーへ復帰

• 1952年東京ＲＣが事業構想
“平和日本”を世界へ

(日本の友人を増やし平和を
実践する人材を育てる)

• 1957年日本全国の組織へ
• 1967年財団法人設立

米山基金



国際ロータリーと米山

ＲＩ理事会で米山記念奨学事業が
賞賛2004

2007

2014

ロータリーの多地区合同活動手続き
が完了
国際ロータリーが学友の定義拡大、
米山学友も「ロータリーの学友」に

2002 ロータリー研究会のプログラムに

2016 ソウル国際大会で初の分科会開催

国内最大級の奨学生数

（2019年7月現在）

人
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新規638人 / 継続230人
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129の国と地域
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その他
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奨学生数の決定と選考
採用基準（全国統一）
• 勉学への意欲、人物面・学業面が優秀、将来
日本との懸け橋になりうる人材

• 家庭状況、経済状況は評価対象外
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当地区の米山奨学生
2019学年度：
2020学年度：

人

人予定

【出身国・地域】
中国、タイ・モンゴル・インドネシア・バングラデ
シュ・ベトナム・ネパール

奨学生数は寄付で決まる
•2020学年度： 人枠

2018学年度割当数算出には2015年度実績を使います2020学年度割当数算出には、2017-18年度実績を使います

寄付金総額 個人平均 特別
寄付者
割合

有
資格
者数

配
当
金

別

枠

782人 43 35

50% 30% 10%10%
2500 2510

ご寄付は奨学事業に

寄付金総額：14億1,200万円

（単位:千円）

普通寄付金
430,623

特別寄付金
980,943

配当金
78,300

奨学金
1,216,990

補助費ほか

223,509

収
入

支
出

管理費
50,297 当期正味財産

増加額
48,851

事 業 費 計：14億4,000万円 黒字分

利子収入
49,781

• 寄付は前年度から2千万円減

日本国内：33韓国

中国

台湾

タイ

ネパール

モンゴル

スリランカ

マレーシア

ミャンマー

学友会（国内33、海外9）

巣立った奨学生の活躍
•ロータリアンになった学友
•ガバナーになった学友

•学友が中心となって設立
したロータリークラブ

人

人

つ

恩返しの気持ち
•東日本大震災
•熊本大地震
•学友からの寄付
•遺言寄付
大口寄付

約760万円

累計 3,530万円

約20万円(上海)

ご支援のお願い
•例会ごとにワンコイン？
•ご寄付は、ご自身・クラブ・地
区の実績となり累積されます

,000

当地区の目標額（普通＋特別）



例 会 記 録 第950回  2019年10月28日（月）

プログラム

・会長タイム　・幹事報告　・委員会報告
◎米山奨学委員会アワー
　　都原　清次　委員長
　　長嶺　貴臣（宮崎北ＲＣ）
　　　地区米山奨学会部門長

出席状況報告

10月28日 第950回 10月7日 第948回

会員数 29名 会員数 29名

出席数 20名 出席数 22名

出席率 68.96％ 修正出席率 75.86％

メイキャップを積極的に行いましょう。

本日のビジター　長嶺　貴臣 君（宮崎北ＲＣ）

メーキャップ　　前取り：青井　慎一 君

　　　　　　　　後取り：迫園　洋二 君

・ 台風 15 号災害義捐金の案内。個人負担にす
るか、会の負担にするかは、理事会で決定い
たします。

・ 第 7 回日本台湾ロータリー親善会議福岡大会
の案内。2020 年 3 月６日ホテルニューオー
タニ博多にて

・ 11 月 11 日ガバナー公式訪問は 12 時 10 分
集合 15 分にお迎えします。

・ 例会終了後理事会を開催いたします。

幹事報告

スマイルＢＯＸ

長友　廣志　君

３県合同ゴルフコンペで優勝しました。

１．11 月、12 月、1 月のプログラム
・ 11/10　青島学園秋楽祭への景品は当

日欠席の方にも働きかける
・ 11/18　ゲスト卓話は、高鍋 RC　高田

会員に変更
・ 12/16　ゲスト卓話は、県医療介護連

携課若しくは市生活課の予定
・ 12/23　クリスマス例会は 25 人確保の

ため早めに出欠確認。飲物持込み可
２．その他

・ 台風 15 号義援金は一人当たり 500 円
とするが、12 月中間決算状況をみて繰
越金を取り崩すかどうかを判断する

・ 11 月の会員交流会は誕生月の会員に幹
事依頼

・ 新年会の催しは収支が合うように工夫する

理事会議事録

奨学生に関わる危機管理

地区単位
のLINE
グループ等

自然災害 病気・事故 ハラスメント

2020学年度
より現役奨
学生の傷害
保険
（例会出席時）

奨学生
→ハラスメント
相談窓口

ロータリアン
→賠償責任保険

地区米山奨学委員会→危機管理委員会へ報告･対応

紺綬褒章の公益団体に認定
• 2018年9月12日以降のご寄付が
対象

•個人：500万円～
団体/企業：1,000万円～

•分納可
（事前の申請が必要）

内閣府ホームページ
より

業務委託・覚書の締結
• 2020学年度からスタート
米山記念
奨学会

地区
• ガバナー
• ガバナーエレクト

世話クラブ
• 会長
• 会長エレクト

業務委託に係る覚書 業務委託に係る覚書
（世話クラブ）

毎年
12～2月

毎年
2～3月

原本(2部)は、①ガバ
ナー事務所 ②世話クラ
ブ で保管。写しをPDFで
奨学会へ提出

原本(2部)は、
①ガバナー事務所
②米山奨学会
で保管

米山奨学委員会

都原　清次　委員長


