
　皆さんこんにちは。今日はオンライン例会という形で始めさせていただきます。
年当初、私はできる限り会場で顔を合わせて例会をしたいと思っておりました。8月の第一例会までは通常でした
が、群馬県の警戒度4・緊急事態宣言で、おそらく皆さん楽しみにしておりました納涼例会、そして8月最後の通常
例会も中止になり、クラブの定例ゴルフコンペや、友好クラブ“宇都宮南”とのゴルフコンペも中止されました。
そのような中、矢嶋幹事を中心に佐藤幹事・小此木幹事、そして専門的知識を持つ林さんと何度も協議を重ねて今
日の例会を開催することができました。初の試みですので、後日皆さんの尊い意見をメールやFAXでいただければと
思っております。

　ここで１つご紹介がございます。
8月18日、オーストラリアの姉妹クラブ【サーファーズパラダイス】フードドライブクラブのBill Crouch（ビル ク
ロウチ）さんから、高崎クラブの富澤会員宛にメールが届きましたのでご紹介いたします。

大変ありがたいメールであり、富澤会員の方からお礼メールを返信していただきました。
ありがとうございました。

３６年　　佐藤 和徳　　　（さとう かずのり）君
２０年　　深野 清一　　　（ふかの せいいち）君
　７年　　小泉 裕美　　　（こいずみ ゆうみ）君

   〃　　　永塚 徹　 　　　（ながつか とおる）君
　５年　  小保方 由紀子　（おぼかた ゆきこ）君

４年　　鈴木 宏子　　　（すずき ひろこ）君

○在籍年数表彰（6名）

※８月末までの集計結果です。
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　第5回　例会
１．点鐘　・・・　会長　根本康弘君　　　　　　　国歌、ロータリーソング、四つのテスト　・・・　なし
２．会長挨拶、ビジター紹介他　・・・　会長　根本康弘君
３．幹事報告　・・・　幹事　矢嶋真君
　●理事会報告（９月理事会は集会で開催せず、書面議決にて実施）
　●オンライン例会について
　・後日視聴：　HPに掲載し、希望者にはDVD配布　　　・各寄付とフードドライブは受け付けない
　・週報をＨＰに掲載　　　　　・事前の出欠席回答をもって、出席もしくは欠席として数える
　●国際ロータリー第２８４０地区　２０２１－２０２２年度
　　RLIセミナー ディスカッションリーダー委嘱状　紹介　田中久夫君、　広瀬雅美君
　●「ロータリー日本１００年史」追加販売のお知らせ
　　　※ご希望の方はクラブ事務局までご連絡ください。受付期日９／１７(金)まで。
４．委員会報告　・・・

 　●米山奨学委員会委員長　三村治君
　　｢米山功労者表彰」　　　　　　　　　読み上げ、会場参加者に会長より授与、不参加者には後日渡す
　　〇第９回米山功労者　　服部敏雄（ﾊｯﾄﾘ ﾄｼｵ）君
　　　第２回米山功労者　　茂木節夫（ﾓｷﾞ ｾﾂｵ）君
　　　第１回米山功労者　　小泉健（ｺｲｽﾞﾐ ﾀｹｼ）君、　中村ひろみ（ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾐ）君

 　●親睦委員会委員長　(代理)小此木能信君　　「月見例会」　開催基準、開催または中止の案内時期
５．出席報告　・・・ 出席委員会委員長　崎山譲治君
６．会長行事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　読み上げ
　●在籍年数表彰　・・・　出席委員会
　●誕生日祝、記念日祝(結婚記念日ならびにサンクスファミリーデー)・・・　親睦委員会
　（ 奨学生　奨学金授与ならびに挨拶　･･･　２０２１学年度米山記念奨学生　李芸曼（ﾘ ｲﾏﾝ）さん ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　体調不良のため欠席
７．会長の日　・・・　会長　根本康弘君　　「 【四つのテスト】 について 」
８．点鐘　・・・　会長　根本康弘君

服部 敏雄
丸山 和久
関口　 功
吉井 良弘
広瀬 雅美

北村 久美子
永塚　 徹
横地 宏紀
柳井 稔文

中村 ひろみ

○誕生日祝（10名） ○結婚記念日祝・サンクスファミリーデー祝（７名）

2021－2022年度寄付目標
【財団】年次基金寄付：＄19,950(＠＄150)　・　ポリオプラス基金寄付：＄3,990（＠＄30）

【米山】特別寄付：1,729,000円（＠13,000円）

米山記念特別寄付(¥) 62,000 321,000 18.57%
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134 134 86 64.18%

根本会長のご挨拶

田中 久夫
三村 　治
大山 駿作
樋田 康行
紋谷 直幸

佐々木 康壮
佐藤 隆一

（たなか ひさお）君
（みむら おさむ）君
（おおやま しゅんさく）君
（とよだ やすゆき）君
（もんや なおゆき）君
（ささき こうぞう）君
（さとう りゅういち）君

（はっとり としお）君
（まるやま かずひさ）君
（せきぐち こう）君
（よしい りょうこう）君
（ひろせ まさみ）君
（きたむら くみこ）君
（ながつか とおる）君
（よこち ひろき）君
（やない としふみ）君
（なかむら ひろみ）君

三村君

崎山君

小此木君

手洗い後洗面台の水を拭いていたら、他の方も拭いてくれてマナー向上をした

新幹線で盲目の方を座席へ案内しました

高崎まつりの花火大会の設営に参加しました

私の「１日１善・１日１奉仕」

根本君

矢嶋君

町内の公園清掃に参加して、掃除しました

会長や幹事の方と力を合わせてオンライン例会を開催できる準備をしました
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剱岳ー日本百名山・北アルプス・標高2,999ｍ

（２）高崎マーチングフェスティバル協会
　　「第３２回高崎マーチングフェスティバル」ご協賛のお願い　　　例年協賛額： ２０，０００円

２．報告事項
 （１）ＲＩ第２８４０地区　女性会員クラブリーダーの選任のお願い

　　　　→　当クラブ女性会員リーダーとして小保方由紀子会員を選出・報告済み
（２）ＲＩ第２８４０地区　２０２２－２０２３年度 ガバナー補佐適任者推薦のお願い
　　【ガバナー補佐の選考基準】
　　１，『ロータリー章典』より
　　　a）少なくとも3年間、名誉会員以外の会員身分で地区内クラブに所属している瑕疵なき会員であること
　　　b）クラブ会長を全期務めた経験があること、または創立日から6月30日までの全期間（最低6カ月間）
　　　　 を通してクラブの創立会長を務めた経験があること
　　　c）ガバナー補佐の責務を受諾する意思と能力があること
　　　d）クラブおよび（または）地区レベルで卓越した業績を上げていること
　　　e）将来の地区リーダーとして有望であること
　　２，２８４０地区として加味する要件
　　　①パソコン、インターネットの環境を有している方。
　　　　（RIのウェブサイトでロータリークラブ・セントラルにアクセスしたり、入力することが、
　　　　　ガバナー補佐の任務遂行上必須です。また、ガバナー事務所との連絡、報告やクラブとの
　　　　　連絡もメールでのやりとりが基本となります）
　　　②できれば、クラブ会長職を務めて5～６年以内ぐらいまでの方。
　　　　（近年のRIや地区運営の動向・推移に理解のある方）
  　　→　ロータリー戦略計画委員会による検討ののち、関口俊介会員を推薦予定
（３）ＲＩ第２８４０地区
　　〇８月２８日「クラブ活性化ワークショップ」　延期のお知らせ
　→　延期後開催のおしらせ　　１１月２０日（土）にオンライン開催（参加対象者：会長、会長エレクト）
　○９月１２日「RLI研修セミナー　PartⅠ」　延期のお知らせ
　○１０月開催予定「第２０回（通算４０回）RYLA研修会」　延期のご案内
（４）公益社団法人高崎青年会議所　創立７０周年記念事業・記念式典 開催のご案内
　　　日時：令和３年１０月３１日(日)
　　　記念事業　13時～14時30分　　　記念式典　15時30分～17時30分
　　　会場：高崎芸術劇場大ホール　　　会費：なし　　　出席者：根本会長

　祝日（敬老の日）

25(土)

※米山カウンセラー研修会　　時間：11：15～12：40
  会場：前橋問屋センター会館　　　出席対象：カウンセラー

※米山記念奨学セミナー　　時間：13：45～16：05
  会場：前橋問屋センター会館　　出席対象：会長、米山奨学委員長

13(月) オンライン例会

オンライン例会 　会長の日

12(日) 　※RLI研修セミナー　PartⅠ　→　延期

第3ー２回　理事会（書面議決）

1．議題

月 日 行事予定 備考　※地区関係行事予定

9

 特別月間：基本的教育・識字率向上月間

6(月)
理事会 　中止。必要に応じて書面議決の実施

（1）２０２１年９月、１０月　例会・行事予定

20(月) ＊休会＊

　地区補助金事業 寄贈品授与式

17(金)

10

 特別月間：米山月間
 4(月) 理事会・例会 　会長の日

10(日) 　※RLI研修セミナー　PartⅡ

11(月) 例会
18(月) 例会 　第３分区ガバナー補佐訪問

本日は皆さんご存じの四つのテストについて、私が少しインターネットで調べたり、その中に私の考えを少し入れたもの
をご紹介させていただきます。
四つのテストは、シカゴのロータリアンで後に国際ロータリー会長を務めたハーバード・テイラーさんが、1932年世界大
恐慌の時に会社の経営がうまくいかず、破産の危機を救ってほしいと頼まれた時に、社訓として作られました。
この大不況の中で会社を再生させるのは、“後継者ではない何か”を育成しなければならないと考え、社員の人格と信頼
性と奉仕の心を選び、会社の全従業員が使えるような論理上の社訓として作られたのが、“Four-Way Test”です。これを
全社員が実践した結果、数年後には見事に回復しました。
事業繁栄させるためには、四つのテストを1つずつクリアすれば良いのではなく、その全てをクリアしなければならないと
いうことで単数形のTestにしたのだそうです。

　1.真実かどうか
これは最も大切な基準であり、単に嘘や偽りがないかと考えるのではなく、本当に熟慮した結果として真実と言えるかど
うか自問自答させることだそうです。そういった物事の1つに対しての多様性まで考えることを基準としています。
　2.みんなに公平か
これは全ての利害関係者に対して公平かということを意味しています。
　3.好意と友情を深めるか
これはより良い人間関係を作り上げていくか、取引先をどう増やしていくかということも含まれています。信頼を高めて
友情を深められたかということです。
　4.みんなのためになるかどうか
取引において適正な利益を追求することは会社を成り立たせるために当然ですが、うちだけが儲かるというのは公正な取
引と言えません。古くから三方よしという言葉があり「売り手よし、買い手よし、世間よし」と、全ての取引が適正かど
うかが重要です。

四つのテストは日常の活動における自己評価のためのテスト基準とされたものであり、また新入会員にロータリーの最初
の説明をするときに四つのテストが使われると思います。このロータリー精神はロータリアンのみならず、一般の人にも
理解できるような形で簡潔かつ的確に的を得ているのではないかと思います。
私たちロータリアンは四つのテストの問いかけすべてに対して「はい」と答えられるようにならなければなりません。

根本会長の卓話より　～抜粋～

分区名変更について

　当第2840地区のグループ名を「分区」とし、そ
れに数字を基本に一部アルファベットを付けて分
区名としていますが、クラブ名と分区名の関連が

薄く、分かりづらいとの声がありました。
そこで、現在の分区名を変更し、それに代わる名
称として次の改称案をご提案することにしまし

た。これをたたき台として分区名変更についての
ご意見を頂きました。

第３分区　→　高崎グループ

こちらで賛成いただきました。

高崎ロータリークラブ2021-2022年度　月見例会事業案

日時　2021年9月27日（月）　受付18：00～　例会18：30～20：30
場所　マリエール高崎
会費　無料（親睦委員会予算より）
内容　【座席】自由席
　　　【飲食】7,000/人
      【アトラクション】「ふじこデラックス」バンド　POPSやJAZZなどの演奏
　　　【その他】中秋の名月を堪能できる演出で、会員相互の親睦を図ります
                検温・消毒・マスク会食等、コロナ感染予防対策に万全を期します
　　　　　　　　給士は会場の係、コンパニオンにお願いをします
　　　　　　　　グランビュー高崎からの送迎は検討中です
スケジュール（案）
18：00　　受付開始
18：30　　例会開始　　　　　　　　　　　　　　＜MC：幹事＞
　　　　　点鐘・会長挨拶　　　　　　　　　　　＜会長＞
　　　　　幹事報告　　　　　　　　　　　　　　＜幹事＞
　　　　　出席報告　　　　　　　　　　　　　　＜出席委員長＞
18：40　　これより親睦委員会担当～
　　　　　親睦委員長挨拶　　　　　　　　　　　＜親睦委員長＞
　　　　　進行　　　　　　　　　　　　　　　　＜MC：親睦副委員長＞
18：50　　乾杯
　　　　　歓談
19：00　　バンド演奏
　　　　　歓談
20：28　　締め
20：30　　点鐘～閉会　　　　　　　　　　　　　＜会長＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※乾杯者・締めのご発声に関しては未定

※開催に付きましては、９月１２日(日)の緊急事態宣言明けに、今回いただいたご意
見を参考に改めて協議させていただきます

※第２回高崎６ＲＣ会長幹事会
  時間 18時30分より　　会場 ホテルグランビュー高崎

25(月) ＊休会＊ 　定款第７条第１節(ｄ)(１)

27(月) 月見例会 　親睦委員会で検討中
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