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「ロータリーの未来は
あなたの手の中に」

第 八 回　例会 　卓話　ぶぎん地域経済研究所：松本博之様

★ 点鐘

★
ブラジル国歌拝聴

ロータリーソング斉唱 第3週 それでこそロータリー

★ 四つのテスト

★ 来訪者紹介　　 冨田 久雄会長

★ 会長報告　 .....冨田 久雄会長

★ 幹事報告　 .....持田 朋春幹事

★ 委員会報告

★ 本日の卓話

★ 出席・スマイル報告

★ 点鐘

★ 来訪者紹介 　★ 冨田 久雄会長

本日の卓話講師 ぶぎん地域経済研究所の松本博之様です。さくらロータリークラブさんより来ました、川辺秀夫様です。

ブラジルより来ました、留学生のイザベラペンナッチさんです。

★ 会長報告 　★ 冨田 久雄会長

皆様こんにちは。会長報告を申し上げます。皆さん「ボア　タルヂ」。これはポルトガル語で「こんにちわ」と言います。

実は先週の土曜日今期39期の交換学生のイザベラさんが来日いたしました。

我が家がファーストホストファミリーということで今日で6日目になりますが、日本語がほとんど話せないので

英語とポルトガル語と日本語がごちゃ混ぜになって飛び交い毎日大変です。

でもとても可愛いくて、明るい高校生なので毎日けっこう楽しく過ごさせていただいております。

この後、武田カンセラーより今後の活動について詳しくご案内があろうかと思いますが、皆様のご協力をお願いいたします

。ちなみに「可愛い」という言葉はポルトガル語で「Bonita」ボニータといいます。よろしくお願い申し上げます。

それでは本日は、毎週唱和していただいております「４つのテスト」の原点について申し上げます。

職業人としてのロータリーアンの心構えを、ロータリーの倫理基準から具体的に記述したものが「ロータリー倫理訓」

だとするならば、それをロータリーアンのみならず一般の職業人にも理解できるように、簡潔かつ的確にまとめたものが「四

つのテスト」だそうであります。ハーバート・テーラーは、倒産に瀕していた「クラブ・アルミニウム社」の社長に就任し正し

い営業活動を行えば必ず会社が再建できると考え、「四つのテスト」を示したそうであります。

同社の業績は改善を続け、五年後には借金は完済、15年後には株主に多額の配当金を分配するまでになったそうであり

ます。 1954年、ハーバート・テーラー氏がRIの会長に就任した時、その版権がロータリーに寄付されたそうです。

この四つのテストはその後世界各国の言葉で翻訳され広く活用されているそうであります。

それでは「四つのテスト」の解釈について申し上げます。私は全く間違った理解をしていました。

～会長報告 次のページへ続く～



～会長報告 続き～
皆様はそんなことはないと思いますが、改めてご確認をさせていただきます。 

まず、タイトルの「四つのテスト」Four-Way Test についてでありますが、「事業を繁栄に導くための四通りの基準」

ならば、Four-Way Tests　と複数形になるはずですが、これが単数形なのは事業を繁栄に導くためには、

四通りの基準を一つずつクリヤーすればいいのではなく、四つ纏めたものを一つの基準として、そのすべてを

クリヤーしなければ成らないことを意味していると言う事であります。言行はこれに照らしてからと言う事で、

四項目あります。一番が、Is it the truth? [真実かどうか]であます。「嘘偽りがないかどうか」と言う事であります。

商取引において、賞品の品質、納期、契約条件などに嘘偽りがないかどうか、非常に大切な基準であると言う

事であります。二番目にIs it fair to all concerned? [みんなに公平か]ということでありますが、すべての取引先に

対して公正かどうかと言う意味だそうです。三番目は　Will it build goodwill and better friendships?

[好意と友情を深めるか]です。その商取引が店の信用を高めると同時に、より良い人間関係を築き上げて、

取引先を増やすかどうかと言うものです。最後四番目にWill it be beneficial to all concerned? [みんなのために

なるかどうか]ですが、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、決して恥じる事ではありません。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いえません。

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を問うものだそうであります。

以上本日は四つのテストの解釈についてお話させていだきました。以上で会長報告とさせていただきます。

ありがとうございました。

★ 幹事報告 　★ 持田 朋春幹事

皆様こんにちは。本日の卓話は、ぶぎん地域経済研究所調査事業部長

兼主席研究員松本博之様をお迎えしております。テーマは（最近の埼玉県

経済の動向について）です。よろしくお願いします。また行田さくらロータリー

クラブ、川辺パスト会長メーキャップ有難うございます。

１）8月22日ロータリー青少年交換留学生イザベラ（メグ）さんがブラジル国

...より来日しました。歓迎いたします。先ほど行田市長表敬訪問して参りま

...した。9月から進修館高校へ留学いたします。

...ホストファミリーの皆さんご苦労様です。国際奉仕青少年交換

...武田和則委員長よろしくお願いします。

２）9月12日〔第3回交通安全フェアin行田〕に今年も協賛いたします。

...埼玉県立さきたま史跡博物館駐車場脇　さきたま古墳公園にて出発式等を実施します。

３）9月15日（火）三クラブ合同例会のご案内を送りました。例会出席の返信が8月26日迄でしたが

...まだお待ちしております。よろしくお願いします。

４）9月16日行田商工会議所ゴルフコンペに行田ロータリーとして参加します。

５）9月19日（土）白河提灯まつり（鹿島神社祭礼）のご案内を致しますので会員そしてご夫人も誘っていただいて

...参加しましょう。よろしくお願いします。

６）来週9月3日は、2570地区真下年度青少年交換ＤＶＤ上映です。

...小山PCのお孫さん茜さんも出演しています。お楽しみにしてください。以上　幹事報告でした。

　★ 委員会報告

※青少年支援委員会　武田和則委員長

先日交換留学生のイザベラペンナッチさんが、ブラジルより

到着しました。おじいさんが日本人だそうです。

愛称は、めぐみさんで良いという事です。

現在冨田会長の家にお住まいで、ただ今日本語特訓中

だそうです。皆さん、どうぞ宜しくお願い致します。



※イザベラペンナッチさん　

日本を勉強するために、ブラジルから来ました

イザベラペンナッチです。18歳です。

宜しくお願いします。

※社会奉仕委員会　古沢勇治委員長

国際女性教育会館にて。

○加藤ガバナー、石川嘉彦地区研修リーダーのご挨拶の

後、金子社会奉仕部門委員長のご挨拶。

ガバナーの決めたこの日、この時間にこのように素晴らしい

人達がピタッと集まるロータリーはなんと素晴らしいことか。

そして何か頼むと頼まれた以上のものにして応えてくれるの

がロータリアン！いつも感謝しています。

○花家健康・福祉委員長

・特に健康に関しては健康相談、メタボ健診、福祉の方では施設の見学や体験学習など各クラブ内で考えよう。

・アイバンク・献眼は人生最後の最大の貢献事業です。参加しよう。

○山崎高校生社会体験活動委員長

・平成21年度2570地区高校生社会体験活動受入可能事業所は54RC中38RC、302事業所。

..まだ登録してないクラブの申し込みに期待を！

○鈴木秀憲世界遺産登録推進委員長

・さきたま古墳群の世界遺産登録推進事業の経緯とキャラバン隊訪問やサポーター募集のお願い。

○田中環境・緑化委員長

・日光街道杉並木植樹事業成功の話

...6月30日（土）小雨降る中、鶴ヶ島市・日高市の日光街道杉並木保存会とロータリー5クラブ

...（日高、鶴ヶ島、川越西、坂戸、坂戸さつき）と地域住民の合同協力事業で、花粉量の少ない苗木100本を植え、

...ケーブルテレビや、特に3大新聞に大きく取り上げられる。

・河川浄化活動の啓蒙活動の奨励～地元地域の川を見て歩こう。

○井花広報担当委員長

・ロータリーを知っている人　日本33％（オーストラリア87％）

・メディアが飛びつく事業を！　例）狭山RC・狭山中央RCがシャッター通りに七夕飾り～メディア取材！

○ガバナーの総評

・今種を蒔けば、将来必ず花開く。樹でも一人が一本植えれば2000本に。自宅の庭でもいいので皆で植えよう。

・川も見て歩けば何かが分かるし、健康にも良い。川を掃除してほしい。

・老人ホーム視察も、お金を運ぶのではなく、心を運んで楽しい交流を！

・今日の成果を各クラブでぜひ取り入れていただきたい。

※健康管理委員会　鈴木委員長

9月16日、行田商工会議所のゴルフコンペがあります。

皆様ご参加の程、宜しくお願い致します。



★卓話講師紹介　鴨田武委員長

本日の卓話者の、ぶぎん地域経済研究所の

松本博之様です。講師としてお話するのは、

現地調査をしてお話するのが、常だそうです。

松本様、本日はどうぞ宜しくお願い致します。

　★ 本日の卓話　　　　　　　　卓話講師　ぶぎん地域経済研究所：松本博之様

「埼玉県経済の動向について」　～データで見る最近の景気動向～

・・・今月の景気・・・　（2009年6月を中心）

県内景気は、生産活動が持ち直しつつあるものの、設備投資は引き続き減少し、雇用情勢も厳しく全体では低迷が

続いている。まず個人消費は、大型小売店販売額（前店舗）は、依然低調に推移しているが、乗用車新車販売台数

（含む軽）の減少幅が小さくなってきており、コンビニエンスストア販売額も増加、消費者態度指数が2ヶ月連続で

プラスとなっているなど、持ち直しの動きも窺える。

次に設備投資については、民間建築着工床面積（非居住用）の減少幅が拡大するなど低迷している。

住居建築についても減少幅が拡大している。生産活動は、3ヶ月連続で前月比上昇しており持ち直しつつある。

在庫についても引き続き減少している。雇用情勢については、有効求人倍率が引き続き低下しており厳しい情勢が

続いている。企業倒産は、件数、負債総額ともに高い水準で推移している。

・・・先行きの見通し・・・

県内景気は、生産活動の持ち直しが見られるものの、雇用情勢のさらなる悪化懸念もあり厳しい状況が続くと

予想されます。個人消費は消費者態度指数が持ち直し、エコカー減税やエコポイント制度などによる政策効果が

表れてきているが、雇用情勢の悪化が続いており、引き続き低調に推移する懸念がある。

設備投資は減少が続く見通しです。住宅建設も、雇用・所得環境の悪化を背景に引き続き減少が予想されます。

一方生産活動は、持ち直しの動きが見られます。また、厳しい収益環境を背景に、企業倒産は依然として

件数負債総額の増加が懸念されるところであります。

松本博之様 卓話風景

★ 謝辞　 

　　 　　　 　 　 冨田久雄会長

ぶぎん地域経済研究所：松本博之様、

本日は大変お忙しいところありがとうございました。

大変勉強になりました。



★ 出席・スマイル報告

.★ 出席状況報告...............................................　　　　　稲垣功一委員

T ・ 正 会 員 数 55名

A ・ 85年規定承認者 14名

A ・ 理事会欠席承認者 1名

P ・ 本 日 の 出 席 者 33名

B ・ 各承認者の例会出席者 9名

MU ・ 本日のメーキャップ者 1名

本 日 の 出 席 率 69.39％

.★ にこにこ報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　稲垣功一委員

● 冨田会長
松本様　本日は卓話ありがとうございます。
交換学生のイザベラさんが来日しました皆様宜しくお願い致します。

● 持田幹事
松本様卓話ありがとうございます。
交換学生　イザベラさん　ようこそ行田ＲＣへ　歓迎いたします。

● 小林一好会員
松本様卓話有り難うございます。朝夕の風に秋の気配を感じるこのごろです。
日本の四季はすばらしいです。

● 鈴木貴大会員 行田商工会議所ゴルフコンペ参加お待ちしています。

● 小菅克祥会員
選挙運動と言うだけあって、大変良い運動になっています。
おかげ様で体重が4ｋｇ減りました。あと3日お騒がせしますが、お許しください。

● 永島健雄会員
昨日武蔵水路改築事業計画が行田市に提示されました。
8月11日国交省に事業実施が公示され、これから市民に説明会が、９月よりあるそうです。

● 武井　茂会員 朝晩　だいぶ涼しくなって来ました。寝冷えなどしない様に体には十分気をつけましょう。

● 山本健作会員 とどいつを一句　ふじの山ほどお金をつんでそれをそばから使いたい。今の心境です。

● 鴨田　武会員 松本部長　卓話ありがとうございました。

● 福島伸悦会員 松本様　本日は卓話ありがとうございます。

● 渡辺栄一会員 松本博之様には　お暑い中ご来行ありがとうございました。

● 小椋　剛会員 松本様　卓話ありがとうございます。申し訳ありません早退致します。

● 石塚喜助会員 松本博之様　卓話有難うございました。

● 小池英輔会員 松本先生　卓話有難うございました。

● 武笠邦乃助会員 松本博之様　卓話ご苦労様です。

● 武田和則会員 ブラジル、アラポンガスシティ－からの派遣生　メグミさんをどうぞよろしくお願い致します。

● 清水義夫会員
イザベラさんようこそいらっしゃいました　歓迎いたします。
１年間日本の良さを身に付けてください。

● 諸貫健一会員 松本博之様　卓話有り難うございます。イザベラ・メグミさん歓迎いたします。

● 小山　博会員 武銀の松本様　卓話有り難うございます　イザベラ・メグミさん　ようこそ行田へ

● 以下同文

中島捷二会員、柿沼孝枝会員、小池利昌会員、宮内廣介会員、蔭山好信会員、境野登章会員

大野年司会員、小島一男会員、坂田幸彦会員、清水治雄会員、古沢勇治会員

碓井勝也会員、坂本研一会員、稲垣功一会員

● 本日のニコニコは、38,000円でした。ありがとうございました。（順不同にて報告しました）

★ 点鐘


