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2020-2021 年度 第 1875 回例会 

宇都宮南ロータリークラブ会報 
会長：中野智之 幹事：長谷川博夫 広報委員会リーダー：酒澤伸二 

例会場及び例会日：ホテルニューイタヤ≪水曜 12：30≫ 

事務所：宇都宮市大通り 2-4-6 ホテルニューイタヤ内 

TEL：028-635-5511（ホテルニューイタヤ） 

 

 

 

 

 

    司 会               横尾 憲一 会場監督（S.A.A） 

 

§ ロータリーソング「四つのテスト」 

 

    会長の時間             中野 智之 会長 

 

 皆さんこんにちは。 

気持ちの良い天気が続いています。しかしながら空気は乾燥しておりますので、うがい、手洗いをよろ

しくお願いします。 

ロータリークラブに入会する前から、嘘はつかない、公平を重んじ、友情を大切にし、周りの人々の

為になる様に仕事に取り組んで参りました。ロータリークラブに入会し、四つのテストの存在を知り、

私の仕事に対する取り組みはい間違えて無かったと確信しました。 

私達ロータリアンは世の中の為になる活動をする事に存在意義が有ります。行動をする為には基盤と

なる知識、理念が無くてはなりません。 

毎月鈴木会員にお願いしておりますロータリーの友のレポートを読む事も、知識、理念を学ぶ大切な

機会です。 

本日の卓話は四つのテストをテーマに関口会員にお願いしました。私がロータリークラブに入会した

時に感銘を受けた、四つのテストの知識と理念を学び、これからの活動に活かしていきます。 

   

 幹事報告               長谷川博夫 幹事 

 

§ ガバナーより、コロナ感染防止対策の報告要請が参りました。(幹事回答) 

 

 親睦委員会報告           磯貝 太 委員長 

 

   § 12月 19日(土)クリスマス家族会を開催致します。コロナ対策につき、大人のみの参加となります。 

     出欠のお返事がお済でない方は、至急ご連絡をお願い致します。 

 

 

11 月 第 3 例会          

2020 年 11 月 18 日(水)      会員数 55 名 出席 26 名 



UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB 

 

 

 

 

  ロータリーの友紹介          鈴木 秀明 委員長 

 

「ロータリーの友」11月号 レポート  

＊11月はロータリー財団月間 11月 2～8日は世界インターアクト週間です。 

 

ＲＩ会長メッセージ  

ロータリーは、性別・人種・信仰・年齢に関わらず受入れられ、包括性と多様性を高めるために動き出し

ています。今回はカナダのローターアクトクラブの元会長アリア・アリさんの文章が載せられています。 

特集 グローバル補助金を知ろう 

2クラブの国際奉仕委員長から、とても分かりやすいグローバル補助金の解説が載せられています。また、

奨学生の受入れクラブからの報告と、奨学生の体験談が感動的に語られています。 

END POLIO NOW ； アフリカ地域の野生型ポリオウイルスの根絶についてです。 

世界インターアクト週間 ； 2人のインターアクト顧問からの報告です。 

特集 どうなった？例会 

国内ロータリークラブへの調査で、新型コロナによる例会への影響、会合形式、感染予防対策の３点につ

いての報告です。 

世界中のロータリープロジェクト 

イギリス、ウガンダ、アメリカ、フィリッピン、ニカラグアの各クラブからの近況報告です。 

よねやまだより ； サンパウロの日系 2世のロータリアンからの体験談です。 

連載コミック ポール・ハリスとロータリー 

ロータリークラブを立ち上げる原点となる出来事が書かれています。次回が楽しみです。 

NEW GENERATION ； インターアクターとローテックス 1名ずつの紹介です。 

エバンストン便り 

次期ＲＩ会長ノミニーに初の女性であるジェニファー・Ｅ・ジョーンズ氏が選ばれました。その他 2つの

名誉ある記事です。 

                                    

ＳＰＥＥＣＨ 

国際基督教大学前学長日比谷潤子氏による女性活躍の可能性についてと、アジア唯一で大学内に設置され

ている「ロータリー平和センター」の活動内容や役割について述べられています。ぜひご一読下さい。 

この人を訪ねて 

島田ＲＣ（静岡県）の河村隆夫氏の紹介ですが、理・文系両刀使いで、生まれ年も含め私と似ていると思

いました。私的なことはさて置いて、ぜひご一読下さい。 

卓話の泉、私の一冊、俳壇、歌壇、柳壇です。栃木県からの投稿はありません。 

友愛の広場 

6人のロータリアンからの熱いメッセージです。活動の糧になるかと思います。「奉仕とは？コロナへの対

応等」 

ロータリーアットワーク 

写真編 17 クラブ、文章編 12 クラブが寄稿しています。各クラブの活動内容が参考になります。「寄贈の

報告等」 

声 ； 8月号で「岡倉天心」の話しの感想が多かったようです。 
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    スマイルボックス委員会報告     猪瀬 龍之介 会員 

 

§中野智之会長  11月 22 日第 3回ゴルフコンペに今回も妻と参加させていただきます。よろしくお願

い致します。 

§長谷川博夫幹事 今日も元気にスマイします。 

§村上芳弘会員  関口さんの卓話楽しみにしています。 

§仲田俊夫会員  関口次年度会長、卓話ご苦労様です！ 

§坂本昭一会員  関口会員の卓話(四つのテスト)よろしくお願い致します。 

§岩本一男会員  関口会員の卓話楽しみにしております。 

§猪瀬龍之介会員 関口会員の卓話楽しみにしております。 

§鈴木秀明会員  「ロータリーの友」を読みましょう。 

§若月章男会員  来週の 11月 25日は会社の創立記念日の為、例会は欠席します。52年目、何とか生き

延びています。 

§田中正夫会員  高久さん別府はいかがでしたか？ 

§藤島 拓会員  五十肩の痛みが大きくなってきて、毎日苦しんでいます!! 

§臺 容之会員  11月 20 日(金)から「プレミアム観光クーポン宇都宮」が開始されます。餃子、ジャ

ズ、カクテルのお店で使えますので、興味がありましたら見てください。 

§塩田 潔会員  いい天気ですね！ 

 

   多くの会員の皆様にご協力戴きありがとうございました   13 名 金額  14,000円  

 

 会員卓話 

 

   関口 隆 副会長 

 

   「四つのテスト」の解釈について 

 

文章を単語に分解して、1 つ 1つの意味について、 

原文の英語と比較しながら考察してみました。 

 

使われている「Test 」は、単数形ですが、「四つのテスト」は、4行で成り立っており、複数であるに

も関わらずに、単数形を使っているのは、4行で 1つの文章との考えによるものです。 

① 真実かどうか 

     真実 truth 

真実は誰が決めるのでしょうか。自分の行為を自分自身で決めるのは、おかしな話なので、第三者が存

在するはずです。・・・・・・・・ 

② みんなに公平か  

みんな all concerned   

all concerned を辞書で調べると、「関係のある人々、みんな」です。「みんな」は all のみが訳され

ており、concerned が、訳されておりません。これは、 間違っています。「関係のある人々、みんな」
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とは、誰のことでしょう。・・・・・・・・ 

公平 fair  

公平を辞書で調べると impartial です。原文は、fairです。公平は「公に平等」という意味ですの

で、fairとは異なりますので、間違っています。 

正解は「公正」公に正しいです。 

そもそも、個人主義のアメリカ人が「公に平等」などとは、考えません。 

「公に平等」を考える国民は、社会主義の国民です。・・・・・・・・ 

③・④は、 次回以降に、ご期待ください。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    プログラム     

 

日 付 時 間 プログラム 例会場 

第 1877 回 

12 月 2 日(水) 
12：30～13：30 

年次総会・理事会報告 

新入会員卓話 

北山ますみ会員 

ホテルニューイタヤ 

第 1878 回 

12 月 9 日(水) 
12：30～13：30 

地区委員卓話 

地区ロータリー財団 

補助金委員会 

熊倉 学 委員長 

ホテルニューイタヤ 

第 1879 回 

12 月 19 日(土) 
18：30～20：30 

夜間例会 

クリスマス家族会 
ホテルニューイタヤ 

第 1880 回 

12 月 23 日(水) 
12：30～13：30 

招待卓話 

「いのちの大切さ」 

獣医師 佐藤朝子 様 

ホテルニューイタヤ 

12 月 30 日(水)  特別休会  

 

出席報告    岩本 一男 委員長 

 

 会員数   55名  前々回 11月 4日 

出席数   26名   訂正率  

欠席数    29名      62.75％ 

出席率  55.32％ 

 

例会予定 

 

第 1876 回  11 月 25 日(水) 

招待卓話 

朗読の力「失語症を乗り越えて」 

アナウンサー沼尾ひろ子様 


