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 ○ ソング「四つのテスト」 

 〇 卓話「ロータリー財団について」 
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 ３月１９日（金） 

 ○ ソング「春よ来い」 

 〇 未 定 
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例会日 毎週金曜日 12時30分～13時30分 

会長報告 

ガバナー     藤井秀香 

本日のプログラム 

前週の報告  ２０２１年 ３月 ５日（金） 

出席報告    会員８０名（出席規定適用免除会員９名） 

          出席６４名  ホームクラブ出席者８０％ 

皆さん、こんにちは 
 

本 日 は、元 会 員 の サ イ モ ン・

ワーンさんが皆様にご挨拶をと

いうことでお越し頂いています。 
 

さて、ロータリーソングはなぜ歌

うかについて先日会長報告にて

お話しました。ソングの一つであ

る4つのテストですが、私はすっ

かり馴染んでいますのでしっくり

くる感じがします。でも、そうではないという方が多くいらっ

しゃるのです。 

そもそも、何方がこの詩を作ったのでしょうか? 

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 

4つのテストは、ハーバートJ.テイラー(シカゴロータリークラ

ブ)が破産寸前の会社の再建のために、１９３２年に作成し

た、従業員のための倫理指針なのだそうです。 

今の言葉で言えば、テイラー社長は4つのテストを作り、会

社のコンプライアンスを確立したことになります。 

その結果、この会社の社会的評価が高まり、再建に成功し

たそうです。 

1943年国際ロータリーの職業奉仕プログラムとして「四つの

テスト」が採択され、ロータリアンの行動指針となりました。 

後の1954年にテイラー氏は国際ロータリー会長に就任され

ています。 

但し、こういう考え方があります。 

4つのテストの訳文は日本人にはしっくりこないというもので

す。 

考え方が根本的に違っているというのです。 

このように言われた方は理由を以下のように述べておられ

ます。 

例えばWHO(世界保健機関)の健康の定義を見てみます

と、「健康とは身体的・精神的・社会的に完全に良好な状

態であり、単に病気あるいは虚弱でないことではない」とあ

ります。 

この定義は、健康についての理想や願望が示されていま

す。特にアングロサクソン系の人達はこのような表現を好ん

で使うのだそうですが、日本人には分かり辛いですよね。 

理由に戻ります。 

4つのテストは日本語訳の稚拙さも加わってしっくりこないも

のとなっているというのです。 

定義は極度に単純化されており、相互に矛盾する内容もあ

ります。 

「目標は理想像であり、ビジネスに関して言えば、もしこの

テストを厳密に実行したら成り立たない。」というものです。 

①真実かどうか⇒間違っていないかどうか 

②公平かどうか⇒不公平にならないかどうか 

③好意と友情を深めるか⇒相手の信頼を裏切らないかどう 

  か 

④皆のためになるか⇒お客様をはじめとする関係者すべ

てに良いことか 

このように訳す方が、日本人には馴染むというお話です。 
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幹事報告 

親睦活動委員会メンバー 

因みにみんなのためになるかどうかという、この文言です

が、近江商人の「三方よし(売り手よし、買い手よし、世間に

よし)」を思いだします。 

表現方法は違っても、考えは同じだということです。 

あまり理屈で考えるものではないとは思いますが、参考ま

でに紹介させて頂きました。 

・先週は、林副幹事、代理して

いただきありがとうございまし

た。 

・お弁当例会は、今日までで

す。次週からは通常例会となり

ます。 

・本日第一例会のため理事役

員会があります。理事役員の皆

様よろしくお願いいたします。 

長 寿 祝 

山田昭子会員が、今月喜寿を迎えられますので樫畑会長

よりお祝いの記念品をお渡し致します。 

南方 康治 会員 ３２年  

連続出席表彰 

本日は、元会員のサイモンワーン様が例会に参加されまし

た。 

藤本親睦活動委員より 

本日のゲスト紹介 

越部出席委員長より 

本日の出席報告 
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卓 話 

「県生活衛生営業指導 

 センターについて」 
 

公益財団法人 

和歌山県生活衛生営業

指導センター 

 専務理事 

   水上 勇人 様 
 

・公益財団法人和歌山県生活衛生営業指導センターは、

「生衛法」（生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興

に関する法律・厚生労働省所管）により各都道府県に設置

されています。 

・「生活衛生業（生衛業）」とは、飲食業、旅館ホテル業、理

容業、美容業、クリーニング業、食肉業、興行業（映画

館）、公衆浴場業をさします。まさしく身近な業種ばかりで

す。 

・戦後の混乱期に、過当競争で安売りが横行し不衛生な

店や粗悪なサービスがあったため、昭和30年代にこの法

律「生衛法」が出来、このジャンルが出来上がりました。以

来時代に合わせ種々の改正があり、今は衛生面をきちんと

するのは当たり前で食中毒なんか起こすと大変なこと、価

格は銭湯以外自由競争。それより家族経営が多い中、経

営の健全化や生産性向上がどちらかというと今の主眼で

す。  

・しかしこの1年、生衛業は言うまでもなくコロナ禍で本当に

傷んでいます。 

 ～この1年の各業の影響を報告（省略）～ 

・今は、各業種別の感染予防対策チェックリストを毎日確

実に遵守すること、そしてきっちり予防対策をしていること

をお客さんに目に見える形でアピールすること、この徹底

をお願いしています。詳しくは当センターのＨＰをご覧いた

だきたい。 

 

・次に、私の県庁３８年間の職歴中「観光、文化、広報」部

門が長く、その中でも「高野・熊野」に特に縁があったの

で、高野・熊野の変遷をお話します。 

・４０年前の学生時代の東京では、高野山は認知度あるも

和歌山県にあるという認識は無く、和歌山県自体の存在感

は希薄で、熊野に及んでは誰も知らず、学者やインテリ層

が熊野を語れたらすごくステイタスという時代でした。 

・文化振興課で、昭和63年に「日本文化デザイン会議in熊

野」を南紀で開催。 

「日本の原郷熊野」と言った梅原猛（哲学者）中心に、存命

だった中上健次、宗教学者の中沢新一等々論客が集まり

座学で熊野を語り合うというアカデミックなイベントでした。

これが和歌山の外向いての熊野アピールのスタートだった

のでは。            

・次に平成2年観光課で、初めて熊野や熊野古道に特化し

た観光キャンぺーン「熊野古道ピア」を開催。10m×10mの

熊野に見立てた鬱蒼とした森や熊野三社の造作物を作っ

て、仙台・東京・名古屋・大阪・広島の駅コンコースに設置

して1週間ずつ観光キャンペーンを実施。地元では熊野古

道を歩くイベントはじめ、本宮大社の旧社地大斎原、中辺

路の清姫茶屋前の河原、新宮丹鶴城跡、勝浦弁天島等で

イベントを開催。当時の中辺路町長が熊野古道で人を呼

べることに感激していました。これが実際に一般に向けた

アピールの始まりだったと思います。 

・そして平成６年の「世界リゾート博」を経て、平成11年の

「南紀熊野体験博」へと繋がっていきました。この流れによ

り世界遺産登録への機運が一機に高まっていきます。 

・高野町は、先駆けて世界遺産登録へ動きます。予算をつ

ぎ込んでロビー活動を繰り広げるも、比叡山を含めた京都

や奈良が既に登録されていて、２番３番煎じでは不可能と

いうことで断念することに。 

・しかし、ここで当時の関係者、専門家や文化庁も知恵を

絞りました。勿論地元の様々な方々の支えがありました。皆

の知恵と努力を結集して、平成１６年「紀伊山地の霊場と参

詣道」として、三つの霊場とそこに至る参詣道という新鮮な

切り口で見事登録となりました。  

・特徴的なことは、何と言っても『文化的景観』という言葉で

す。「自然と人間の営みが長い年月をかけて形成した風

景」という意味です。この世界遺産は、単純に神社仏閣だ

けが素晴らしいのではなく、霊場に向かう参詣道の沿道で

は、お接待の文化が根付きます。九十九王子ごとに歌会

や相撲等などイベントが開かれたり、また普通の家でもお

茶の接待をしたりと、こうした人の生活の営みの中で、参詣

道が守り伝えられると共に様々な文化が今も残っていること

が貴重だと認められました。そういった沿道の風景をまとめ

て、「文化的景観」といいます。 

・この登録時私は広報課の広報班長で、この世界遺産登

録を特に東京や全国に向け大きく広報宣伝をしました。電

車の中吊り広告の車両独占、紀伊国屋書店のブックカ

バー、テレビ番組制作、各種新聞や週刊誌への広告掲載

や特集記事掲載等々です。 

・それまでも仕事柄、例えば和歌山県は日本一の果樹王

国（多種ある果樹の生産総額が日本一、二位は青森県でリ

ンゴ一種）であるとか、和食のルーツは殆ど和歌山にある

（醤油・梅干・鮪・鯨・鰹節・真妻わさび・山椒・きしめん…）

等々切り口を工夫してアピールをしてきました。 

・しかしやはり、この「世界遺産」という冠は大きかった。一

気に世界レベルになりました。何よりも日本人が和歌山を

見直してくれた事、大学時代東京で和歌山の存在感の無

さを痛感しましたが、ある意味晴れた気分。そして和歌山

県人が最も驚きました。こんな身近なものが世界遺産に

なったんだと、県民が一番誇りを持ってくれたのではない

でしょうか。 

・高野山は世界遺産になる前から単独で知名度があったけ

ど、これは国内での話。実は、平成の初めころフランスの

「ル・モンド」という高級紙がじっくりと取材して高野山を取り

上げてくれたので、フランスで有名になりバックパッカーが

増えて、 そこから、ヨーロッパに波及して多く来ていまし

た。世界遺産になってからは熊野を含めて欧米で爆発的

に人気になりました。 

・そして登録から12年後の平成28年、世界遺産の追加登

録が実現。これを県教委の文化遺産課長として担当しまし

た。最初の登録時に間に合わなかったもの、文化財的価
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    ニコニコ箱 

 

本人誕生日・・・井口（廣）会員・雑賀会員・林（芳）会員・ 

          毘舎利会員・広瀬会員・山田（昭）会員 

奥様誕生日・・・井口（廣）会員・石橋会員・嶋谷会員・ 

          坂東利仁会員・前田会員 

事業所創立・・・岩井会員・大林会員・藤林会員・三木会員 

入会記念日・・・岩井君・栗本君・田中（章）君・野村君・ 

          毘舎利君・南方君 

皆出席表彰・・・南方君 

 

サイモンワーン様・・・Ohisashi buri desu! 

山田（昭）・・・考える前に行動を！もっと若返りますよ－。 

庵田君・・・日経新聞、裏面に島精機 島正博氏の「私の履 

       歴書」が始まりました。 

前窪君・・・元気な藤本君を拝顔して！！ 

前嶋君・・・チョット良い事があって。 

水城君・・・林 芳史さん、前回は幹事代理ありがとうござい 

       ました。 

 

   

    計￥ 133,000 -  累計￥ 2,036,280 - 

値の調査や整理がし尽くせなくて積み残しがあった部分で

す。高野女人道などいくつかの参詣道や、有名所では田

辺の闘鶏神社も構成資産になりました。  

・さらにこの追加登録時に、これまで対象地域に入ってい

なかった田辺から和歌山市までの熊野古道（紀伊路）も対

象地域としてエントリーし、再度の可能性への布石を打ち

ました。今後も地道に文化財的価値を調査・整備して地元

の盛り上がりと共に10年20年後の2度目の追加登録を期待

したいと願っています。 

・こうした世界遺産はじめ郷土の自慢は、私たち県民皆が

自信をもって話せるようにしたいですし、きちんと守っていく

ことが何よりも大事だと思います。 

2月お誕生祝 

新型コロナウイルスによる脅威が続いていることを受け、2021年

6月12～16日に台北（台湾）で開催予定だったロータリー国際

大会を、バーチャル行事として開催することとなりました。 

柘植プログラム委員長より 

水上勇人様のご紹介があ

りました。 


