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１．真実かどうか

四つのテスト

２．みんなに公平か

言行はこれに照らしてから

３．好意と友情を深めるか
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４．みんなのためになるかどうか

2020-2021年度クラブ方針

自制心と結束力を繋ぐ理解のハーモニー
「学ぶLearning・感じFeeling・動くMoving」

次回のお知らせ

本日のプログラム
令和３年３月１１日 第２９６６回
・クラブフォーラム

令和３年３月２５日 第２９６７回
・後期IDM発表

・ソング：「それでこそロータリー」

・ソング：「四つのテスト」
松村君：丸山君、卓話楽しみにしています。
中元君：丸山芳孝さん、本日の卓話楽しみです。
川口君：本日の会員卓話、丸山芳孝さん宜しくお願い致し
ます。
丸山君：今日は私が卓話担当なので、よろしくお願いしま
す。
福原君：丸山芳孝君、卓話よろしくお願いします。楽しみ
です。
辻君：丸山芳孝様、本日の卓話よろしくお願いします。楽
しみにしています。
北畑君：本日の卓話、丸山さんよろしくお願いします。

前回の報告（第２９６５回例会）
開催日
開 催 日 令和３年３月４日(木）

点

鐘

〔橋爪（誠）君〕

今月の誕生・結婚祝

〔川口親睦活動委員長〕
会員誕生：上野山（捷）君、児島君、木本君、
石垣（泰）君、北畑君、山口君
配偶者誕生：菅原知子さん
結婚記念：成川（守）君
3月会員誕生
左：
北畑君
右：
上野山（捷）君

出 席 報 告

〔上野山（捷）例会運営委員〕
本日の会員数２９名
（出席規定免除会員９名）
出席会員数２７名
（出席規定免除会員９名）

会長の時間
〔橋爪（誠）会長〕
「シトラスリボンプロジェクト」

ニコニコ箱の報告

〔北畑副SAA〕
橋爪（誠）君：丸山芳孝会員、本日の卓話楽しみにしてい
ました。よろしくお願いいたします。時間まもってね！！
戦略計画委員会の皆様、先日は遅くまでリモート会議
お疲れ様でした。感謝。
井上君：丸山さん、本日の卓話よろしくお願いします。
上野山（捷）君：丸山芳孝様、本日の卓話楽しみにしてい
ます。
橋爪（正）君：丸山さん、卓話楽しみです。
脇村君：丸山芳孝君、本日の卓話よろしくお願いします。
楽しみにしています。
岩本君：丸山さん、本日は卓話楽しみにしています。

シトラスリボンプロジェクトってご存知でしょうか？
コロナ禍で生まれた差別、偏見を耳にした愛媛の有志が
つくったプロジェクトだそうです。 愛媛特産の柑橘にちな
１

水と衛生月間

卓

み、シトラス色のリボンや専用ロゴを身につけて、「ただい
ま」「おかえり」の気持ちを表す活動を広めています。 リ
ボンやロゴで表現する３つの輪は、地域と家庭と職場（も
しくは学校）だそうです。
「ただいま」「おかえり」と言いあえる町であれば、安心し
て検査を受けることがき、感染拡大を防ぐことにつながる
という想いだそうです。 感染者への差別や偏見を防ぐ願
いがあるそうです。感染者が「出た」「出ない」ということ自
体よりも、感染が確認された“その後”に的確な対応がで
きるかどうかで、その地域のイメージが左右されると考え
ているようです。 コロナ禍のなかに居ても居なくても、み
んなが心から暮らしやすい町を今こそ。 コロナ禍の“その
後”も見据え、暮らしやすい社会をめざしたいという目的
がシトラスリボン運動だそうです。
今回出会ったシトラスリボンプロジェクトの情報発信は、
情報社会の中ではとても価値があり重要だと思います
し、私も考えに賛同したいと思います。
容易に誰でも情報を発信できる時代です。良い情報発
信は歓迎されますが、反対の敵意や、悪意、そして悪気
がなく暴走的な情報発信は良くないと思います。
今一度、情報や想いを口にする前に、発信した後の与
える影響を考えるひと呼吸が必要だと思いませんか？ど
んな有事の混乱の中で余裕を無くしていまいそうになっ
ても自己コントロールを心掛けてみましょう。人の気持ち
を考える余裕がとても必要です。
私は仕事が重なり滅茶苦茶忙しく、イライラして気が狂
いそうな時は、歌を車の中一人で熱唱します。大きな声
を出して歌ってみると意外とスッキリします。最近の脳み
ソングはロッド・スチュワートの「Salling」と「Have ever seen
the rains」を歌って気を紛らわしています。アフターコロ
ナにカラオケに行って僕の歌を聞いて下さい。

話

会員

丸山 芳孝 君
「私の考える職業奉仕」
まず最初に現在、新型コロナウイルス（COVID-19）が世
界中に広がり、大きな影響を及ぼしています。コロナウイ
ルスは表面に約20nmの特徴的な突起があり、その見た目
が王冠（crown）によく似ていることから、ギリシャ語で王冠
を意味する「corona（コロナ）」という名前が付けられたそう
です。この新型コロナウイルスとよく比較されるものにスペ
イン風邪（1918年）があります。世界で5億人が感染したと
言われるスペイン風邪。多くの都市で劇場や映画館が営
業停止を余儀なくされ、一般市民の集会も禁止されまし
た。そのような状況の中、当時のロータリークラブはそれ
ぞれの活動に変更を加えつつ、感染者への支援にもあた
りました。
インフルエンザの一種であるスペイン風邪は1918年の
春、米国の兵士に初めて感染が確認されました。最も猛
威を振るった第二波はその年の9月から11月にかけて
ピークを迎えましたが、これは第一次世界大戦の最終局
面と同時期でもありました。
今、新型コロナウイルスに対するロータリーの対応は世
界規模で実施されています。一例としてスペイン風邪の
時代と現在の活動を見てみましょう。1918年、ノースカロラ
イナ州ウィンストン・セーラムのロータリアンは、救急病院
のためにベッドを確保したほか、ボランティアで救急車の
運転手となり、市の健康調査でも協力しました。ウォー
ターベリー・ロータリークラブ（コネチカット州）も同様に、
地元の感染者を個別訪問し、病院の設立も支援しまし
た。2020年、フィリピン・マカティのロータリアンは、複数の
救急隔離施設の建設に資金を提供し、パシグ市立こども
病院に入院していた感染者で、集中治療が不要となった
患者を収容する回復センターなどの設立を支援しまし
た。観察が不要となった患者をこのような回復支援施設
に移すことで、病院の病床を空けることができます。
次に気になることはミャンマーの軍事クーデター問題で
あります。ミャンマーは有田ロータリークラブの国際奉仕
活動として2年間継続して現地の農業指導をやってきまし
た。3年目は新型コロナウイルスのため、中止となりました
が、私も2年目にミャンマーに行き、色々貴重な体験をさ
せていただき、大変感謝しております。現地の人も人懐っ
こく、特に子供たちの天真爛漫な笑顔は脳裏からはなれ
ません。現状を非常に憂慮しております。
◆2021年2月1日未明、ミャンマー国軍は、NLD（国民民
主連盟）党首のアウン・サン・スー・チー国家顧問兼外
相、ウィン・ミン大統領を含む幹部を拘束した。国軍系テ
レビは、1年間の「非常事態宣言」の発令、国軍出身のミ
ン・スエ副大統領が大統領代理、立法・行政・司法の全権
はミン・アウン・フライン国軍総司令官が掌握すると伝えま

幹事報告

〔井上幹事〕
1.今月のロータリーレートは106円
2.第13回臨時理事会開催
3月4日以降の対面式の例会では
食事をしていただく
3.本日、例会終了後第9回定例理事
会開催
4.例会変更は後方に掲示しています

委員会報告
※情報・研修委員会（中元委員長）
「後期IDMの開催について」
各リーダーは出欠、参加日の変更及び参加方法を取り
まとめて、3月10日（水）までに井上幹事もしくは、事務局
にご連絡お願いします。

２

水と衛生月間
した。
◆アウン・サン・スー・チー氏は、昨年11月の総選挙での
大勝を受けて、2008年憲法の改正などを含め、2期目の
政権への意欲を示していました。国軍は、国軍の既得権
益を守った上での民主主義は容認できるが、それを崩し
ていくような民主主義は容認できないとのスタンスに立っ
ており、それが揺るがされる恐れがあるとの判断で、今回
の行動に至ったと察せられます。
職業奉仕とは何か
「職業奉仕」とはあらゆる職業に携わる中で、奉仕を生
かしていくことをロータリーが育成、支援する方法です。
職業奉仕の理想に本来込められているものは次のもの
です。
①あらゆる職業において最も高度の道徳的水準を守り、
推進すること。その中には、雇主、従業員、同僚への
誠実・忠実さ、また、この人達や同業者、一般の人々、
職業上の知己すべてへの公正な取り扱いも含まれま
す。
②自己の職業またはロータリアンの携わる職業のみなら
ず、あらゆる有用な職業の社会に対する価値を認める
こと
③自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに役立て
ること。職業奉仕は、ロータリー・クラブとクラブ会員両
方の責務です。
クラブの役割は、たびたび職業奉仕を実践して見せる
ことによって、また、クラブ自身の行動に職業奉仕を生か
すことによって、模範となる実例を示すことによって、さら
に、クラブ会員が自己の職業上の手腕を発揮できるよう
なプロジェクトを開発することによって、目標を実践、奨励
することです。クラブ会員の役割は、ロータリーの原則に
沿って、自らと自分の職業を律し、併せてクラブが開発し
たプロジェクトに応えることです。職業奉仕は、ロータ
リー・クラブとして行う責務でもあります。クラブとして、職
場の文化的生活環境基準を高めるプロジェクト、働く人
の可能性を開花させるような力を貸すプロジェクト、あら
ゆる有用な職業の価値を認めるプロジェクトなどを手がけ
るこどができます。
ロータリーにはこの職業倫理を表す言葉があります。 そ
れは「四つのテスト」です。
四つのテスト 言行はこれに照らしてから
１．真実か どうか
２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるか どうか
この４つは、ひとつひとつでなく４つすべての項目を一
緒に問わなくてはならないものです。この四つのテスト、
もともとはハーバート・J・テーラーという人が、倒産しかけ
ていたクラブアルミニューム社の再建を 図る時に考案し
たもので、当時の部下の４人の宗教が異なる部長に、自
分の信じている宗教の教義や理念に反するものがない
かを確認して賛同してもらったということです。従いまし
て、この四つのテストは職業上の取引や労務管理な どの
企業運営上の確認なのです。労務管理などの企業運営
上の確認なのです。
これを下記の通りに職業奉仕の観点で、解釈してみま
３

しょう。 あなたの営んでいる職業には
１．嘘や偽りはないか？
２．すべての取引先に公正か？
３．信用を高め、取引先を増やすかどうか？
４．すべての取引先に利益をもたらすかどうか？
このように解釈すれば、四つのテストこそ職業倫理を問
うている、まさにそのものであるのです。四つのテストは、
例会で唱和したり、歌ったりしているクラ ブが多くあります
ので、諳んじられるロータリアンも少なくないですが、会員
として何も見ないで言えるようにしておきたいものです。
そのために『 し・み・こ・み 』と言われる覚え方がありま
す。四つのテストの冒頭の一文字をそれぞれとったもの
です。 これで頭に浸み込みやすくなると思います。 まず
は四つのテストを「あなたの営んでいる職業は…」とし て
職業上のことを自問自答されると良いと思います。昨今
の食品虚偽表示事件、以前 にあった船場吉兆など、不
祥事は いつまでたっても、新しい事件として同じようなこ
とが出てき ます。これらの事件が起きた時に、自社は？
自分のやっている事業は？と自問自答されるといいので
はないでしょうか？
私の考える「職業奉仕」
最後に私が考える「職業奉仕」とはロータリアン同士の
お互いの友情とそれに伴うビジネスの付き合いです。い
まさら私が言うべきことではないと思われますが、ロータ
リークラブは、1905年、米国イリノイ州シカゴの青年弁護
士ポール・ハリスが「友情とビジネスを混ぜ合わせたら、
友情もビジネスも増えるのではないか」というアイデア を
もとにして、3人の友人と語り合って発足させたと言われ
ています。この原点の考え方に私は共鳴いたします。い
ろんな業種の方と交流することによって色んな生活や事
業面でお互い協力しあい、恩恵を受けてると考えている
からです。

閉会・点鐘

〔橋爪（誠）会長〕

次週
3月18日（木）は
休会です。

