
方が51％だと思いますので、最後にこのことに
ついてお話ししたいと思います。
　この言葉、1932年、ハーバート・テーラー（当時
ロータリアン）が、倒産しかけたクラブ・アルミ
ニューム株式会社再建の為に考え出した言葉で
す。この言葉で見事会社の立て直しに成功した
といわれております。
　その後、この「四つのテスト」が世界中に認め
られるようになったのは、キリスト教勤労財団を
通じて広めようとされていたからです。
　1939年、ある会合で、ハーバート・テーラー
が、この「四つのテスト」は神への祈りの結果で
きたものである事、そしてこれが公私にわたって
役に立っていることを話しました。すると聴衆の
中にいた二人のシカゴRCの会員から、是非書き
写したいと申し出がありました。
　1942年、RIの理事であったリチャード・ベナ
ーもこの言葉を知ることとなり、ロータリーでも
この「四つのテスト」を用いてもいいか許可を求
めました。その時テーラーは反対する理由もなく
快く承諾したとのことです。
　その後、1954年、ハーバート・テーラーがRIの
会長になった時、「四つのテスト」の著作権をロ
ータリーに移譲、キリスト教勤労財団、ロータリ
ークラブ、再建なったクラブ・アルミニューム株
式会社、そしてハーバート・テーラー個人が、使
用権を保持することとなりました。
　このような経緯で「四つのテスト」が現在世
界100以上の言語に翻訳されロータリーで使用さ
れております。
　今、この場から会場を見渡し、来週の例会で
の席をどこにしようか、思いをめぐらせなが
ら、今年度最後のご挨拶と致します。

 会長　石井　正剛さん
　本日は、今年度最後の例会で
す。どうにか、この日を迎えるこ
とができました。これもひとえ
に、皆さまのご指導、協力の賜と
深く感謝申しあげます。
　特に、理事、役員、監事の皆様
には、常にご指導いただきました。又、増本幹
事、納所副幹事そして事務局山田さんの協力が
なければ、間違いなくこの日を迎えることは出
来なかったでしょう。重ねてお礼申しあげます。
　ご報告いたします。新会員の件に付きまし
て、本日ご欠席でございますが、手続きの都合
上、親和銀行 吉澤俊介さんは本日入会となりま
す。7月第１例会において入会式を行っていただ
きます。
　4月13日、台南RCより莊煌山（Leada）さん、周
会長（ES）さんはじめ、9名の方にご来訪頂きま
したが、佐世保クラブの歓迎へのお礼に、その9
名の方から台湾マンゴーを沢山お送りいただきま
した。今週末28日行われます新旧役員交代式懇
親会の席で、皆様と一緒に戴きたいと思います。

真実かどうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか

　昨年まで私は、この言葉はロータリーの基本
理念として考えられたものとばかり思っており
ました。しかしそれは、誤りでした。
　今日ここに、「四つのテスト」の逸話をご存知
の方が49％、私を始めとし、ご存知でなかった
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４．大村ロータリークラブ
　週報No.31−34が届いております。

５．西海学園高等学校 校長 菅沼宏比古さん
　 創立89周年記念 第52回西海珠算大会終了のお

礼が届いております。

６．松尾　藤枝 様（故･松尾弘司会員ご令嬢）
　忌明けのお礼が届いております。

■地区会員増強表彰
　　安部　直樹さん

■ロータリー財団表彰
　 ポール・ハリス・フェローピンの贈呈
　　山縣　義道さん

■ローターアクト委員会
  委員長　髙瀨　宏滋さん
　先日行われました、第2740地
区RAC第32回年次大会の報告を
致します。
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◯ロータリーソング「四つのテスト」
◯ビジター
　平戸RC（次年度ガバナー補佐）
 中野　　浩さん
　佐世保中央RC 牛島　義亮さん

 幹事　増本　一也さん
１．2014-15年度ガバナー 宮㟢　清彰さん
　新年度へのご挨拶

２．2014-15年度米山記念奨学委員会
  委員長　本多　善彦さん
　米山奨学生研修旅行のご案内
　　日時／2014年7月12日㈯
　　　　　8:30集合（諫早駅裏ロータリー）
　　　　　雲仙宿泊
　　出席者／米山クラブカウンセラー
　　　　　　米山奨学生

３．台南ロータリークラブ
　①月刊が届いております。
　 ② 佐世保RC訪問時の歓迎のお礼が届いており

ます。（下記に掲載）
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 親睦活動委員会　坂元　　崇さん
平戸RC（次期ガバナー補佐）中野　　浩さん
　来年度一年間ガバナー補佐としてお世話にな
ります。

佐世保中央RC（佐世保JC  OB27年会）
 牛島　義亮さん
　佐世保JC、同期の石井会長、増本幹事、無事
完走、おめでとうございます。
　素晴らしい成績でゴールされたと聞いており
ます。さすがですね。そして、来期は同期の理
事長、円田会長の誕生です。
　We shall overcome の精神で、一年頑張ってく
ださい。

石井　正剛会長、増本　一也幹事
納所　佳民副幹事
　皆さん、一年間お世話になりました。次年度
へ納所君を残して私達2人は卒業します。次年
度、納所幹事をどうぞよろしくお願いします。

木村　公康さん、黒木　政純さん
米倉洋一郎さん、松尾　　貴さん
前田　文智さん、吉田　英樹さん
西村　一芳さん、小川信次郎さん
岡村　一郎さん、大神　吉史さん
坂元　　崇さん、河原　忠徳さん
中川　知之さん
　親睦活動委員会、及び出席例会委員会、今年
度１年間お世話になりました。委員会メンバー
一同でニコニコします。
　本日は最終例会ですので、卓上にテーブルボ
ックスを置いておりますので、よろしくお願い
いたします。

　日時は、6月21日、22日の2日間行われ、場所
は諫早グランドパレスで15:30から開催されまし
た。
　佐世保RCからは、松尾慶一新世代奉仕委員
長、大神吉史さん、私の3名で出席してきまし
た。長崎国際大学からは12名が参加しています。
　初日の21日は、2740地区の各RACの年間報告
があり、長崎国際大学RACの田浦会長も4月から
の取り組み、イベント会員増強の様子をしっか
り話し、今後の活動に対してしっかりと計画を
立てていきたいと発表されました。
　その後、懇親会が行われ、2740地区のRACメ
ンバーや、他地区から参加されたRACメンバ
ー、RCの方との交流が行われました。
　私は、懇親会で帰りましたが、2日目も大神さ
んが参加され、RAメンバーの移動などいろいろ
お手伝いをして頂きまして、ありがとうござい
ました。

親睦活動委員会　米倉洋一郎さん

○結婚記念月のお祝い
　城島　一彦・智子　さん ご夫妻（1日）
　森　　信正・佳崇子さん ご夫妻（15日）
　富永　雅弘・美智子さん ご夫妻（18日）
　小川信次郎・智恵子さん ご夫妻（19日）
　幸良　秋夫・幸子　さん ご夫妻（20日）

出席・例会委員会　委員長　黒木　政純さん

○ホームクラブ100％出席
　米倉洋一郎さん
　髙田　俊夫さん
　幸良　秋夫さん
　黒木　政純さん
　池本　仁史さん
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■ロータリー財団委員会
　　委員長　松尾　文隆さん

◯補助金委員会
◯資金推進・財団・米山委員会

　詳細は、クラブ活動報告書に掲載しますので
ご覧ください。

（4）

クラブ会報・広報委員会 委 員 長　長富　正博　　 委　員　大久保利博 ・城島　一彦
副委員長　目黒　誠之　　 　　　　佐藤　　淳

＊7月  例会予定＊

 7月 9 日 中野　浩第5グループガバナー補佐訪問
 クラブ協議会

 7月16日　宮﨑　清彰ガバナー公式訪問例会

 7月23日　長崎県県北辰興局長
 　　　　　辻本　政美 様

 7月30日　佐世保警察署長
 　警視正　坂谷　朝男 様

（今週の担当　目黒　誠之）
 （カメラ担当　大久保利博）

森　　信正さん、富永　雅弘さん
幸良　秋夫さん、小川信次郎さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございました。

クラブ協議会クラブ協議会

クラブ協議会

■R奉仕プロジェクト委員会
　　委員長　富永　雅弘さん

◯職業奉仕委員会
◯社会奉仕委員会
◯国際奉仕・姉妹クラブ委員会

■新世代奉仕委員会
　　委員長　松尾　慶一さん

◯ローターアクト委員会
◯�インターアクト・青少年活動
　委員会

■会員増強委員会
　　委員長　古賀　　巖さん

◯会員増強・職業分類委員会
◯ロータリー情報・文献記録
　委員会

◇

ニコニコボックス 合　　計 27,500円
テーブルBOX 合　　計 26,000円
 本日合計 53,500円

 累　　計 1,079,500円

官　家興氏 留学生支援の為のお米贈呈式
　　日時／2014年6月15日㈰　9:30集合
　　場所／東彼杵郡東彼杵町瀬戸郷

田植え体験 官氏より学生へお米の贈呈



2014〜2015年度　役員交代式 とき／平成25年6月28日㈯　ところ／佐世保玉屋8階文化ホール

2014〜2015年度　記念懇親会 とき／平成25年6月28日㈯　ところ／佐世保玉屋7階文化ホール

2013〜2014年度
会長挨拶

石井正剛さん

司会
SAA

加納洋二郎さん

2014〜2015年度
新会長挨拶

円田　昭さん

前年度会長、幹事へ感謝状の贈呈
「お疲れ様でした」 新役員、理事並びに監事紹介

司 会
古賀　巖さん

新会長挨拶　円田　昭さん

ご挨拶
名誉会員

米海軍佐世保基地司令官

チャールズ W. ロック 様

乾杯
名誉会員

佐世保市長

朝長 則男 様

万歳三唱
次年度会長 田中丸善弥さん

会長バッヂ及び鐘の伝達

余興

役員交代式記念ゴルフ大会表彰


