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＜四つのテスト＞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
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ロータリー親睦活動月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

（2295回）

２）国旗およびロータリー旗に礼
３）ソング
４）卓

話

君が代・奉仕の理想
「私の生業：生命保険業」
田邉 三郎会員

☆☆ ６月度のお誕生日 ☆☆
2日 溝手 悟
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

２０１４年～１５年度も、あと５回の例会を
残すのみとなりました。６月２５日の最終例会
は、移動例会で天満宮となっていますので、当イ
ンターコンチネンタルホテルでの例会は４回を
数えるのみとなりました。２年間いろいろあり
ましたが、いざ終えるとなると一抹の淋しさと
感懐を覚えます。
昨日は、嬉しいニュースが飛び込んでまいり
ました。５月２４日（日）に開催されたローター
アクト地区大会で、わが大阪天満橋ローターア
クトクラブが、本年度の活動を評価され、１９ク
ラブの中で最優秀クラブに選ばれました。ＲＡ
Ｃ創立３５周年の年に地区最優秀クラブに選ば
れたことは、わがクラブにとっても名誉なこと
であります。
大矢青少年奉仕委員長、勝見茂ローターアク
ト委員長、箕村副委員長、中島幹事には、特に名
を挙げて感謝申し上げます。
受賞の経過、詳細についてはＲＡＣから谷さ
んがきてくれていますので、後ほど
さて、先週例会終了後、地区６組インターシ

次週（６月１１日）のお知らせ
１）例

会

２）ソング

（2296回）
それでこそロータリー

３）クラブ協議会（新旧合同）

ティミーティングの打ち合わせで、橋本副会長、
衣斐・石田両パスト会長共々東京へ行って参り
ました。拉致問題をテーマにする予定ですが、当
日の講演を依頼している中山恭子参議院議員、
西村眞悟前衆議院議員、荒木和博拓殖大学教授
とお会いして内容・進行等の話しを詰めてまい
りました。本日、実行委員会を立ち上げますが、
会員の皆様には格段のご協力を伏してお願いし
ます。
又、先週土曜日は、本年度２回目の児童院訪問
で、橋本副会長はじめ、社会奉仕委員会（石田委
員長）、青少年奉仕委員会（大矢委員長）、ロー
ターアクト委員長（勝見委員長）の皆様には、お
休みの中、おつきあい頂き本当にありがとうご
ざいました。そして、何よりバーベキューの実行
部隊は、ローターアクトの面々が担当してくれ
ました。いつもながらの奉仕に感謝です。親と離
されて暮らす小１から小６の子供達の喜んでい
る表情を見ていて、せめて一刻でも喜んでくれ
ればいいと思う反面、その背景にある親の虐待・
ネグレクト（育児放棄）を思わざるを得ませんで
した。子を産むは易し、されど子を育てるは人生
の一大事業なり。夫婦とは。親子とは。家族とは。
人生根本中の根本を教えられることなく育った
親の悲しさが伝わってまいりました。私にとっ
ては辛い土曜日でした。

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

０名
３名
０名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

62名
41名(53名)
25名
12名

在本 茂会員・石田夫会員・郡 悦清会員・中
川照会員・二宮造会員・大矢平治会員・坂本一民
会員にマルチプル・ポール・ハリス・フェロー・
ピン、が届いておりますので後程お渡し致しま
す。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「2015～2016年度 理事・役員・委員会一覧」
をお配りしております。
②「2015-16年度 ロータリー手帳」を必要とご
返事頂いておりました方々にお配りしており
ます。
③クラブ協議会（新旧合同）のご案内を本日お配
りしております。出欠のご返事ならびに活動
報告書のご提出をお願いいたします。
④6月25日開催の移動例会（本年度最終例会）出
欠の返事を事務局まで必ずご提出をお願いい
たします。
⑤先週次年度委員長各位のポストに年次計画書
の原稿を配布させて頂いております。ご確認
のうえ、加筆・訂正がございましたら事務局に
ご連絡をお願いいたします。なお、訂正等が無
い場合もＯＫとご記入のうえ必ず事務局にご
提出ください。
⑥本日18：00～№3テーブル情報集会がリーガロ
イヤルホテル30Ｆ「なかのしま」にて開催され
ます。関係各位宜しくお願いいたします。
⑦本日例会終了後引き続き例会場にて6月度定
例理事会（新旧合同）を開催させて頂きます。
関係各位宜しくお願いいたします。

☆☆ に こ にこ箱 ☆☆

敬称を略す

本日の卓話「西川梅十三さん」宜しくお願い致
します。川本先輩御紹介有難うございます。
石田 道夫
大阪天満橋ローターアクトクラブ、地区最優秀
クラブに選ばれたこと、わがことのように嬉し
いです。
小寺 一矢
児童院バーベキュー会お蔭様で無事終えられま
した。皆様の御協力に感謝！
石田 道夫
中村健輔さん 先日は大変お世話になりありが
とうございました。
郡 悦清
平成27年5月28日

合計金

25,000円

累計金 2,080,832円

）内は会員総数を基準とした値

5月28日の出席率
77.36％
４週間前（5月7日）の
メークアップを含む出席率 89.47％
メークアップ実施会員
6名（欠席者12名)

☆☆ 先週（5 月 28 日）の卓話 ☆☆
｢古き北新地を語る｣
日本舞踊西川流師範 西川梅十三様
石田 道夫会員紹介
北新地の沿革、堂島新地の誕生⇒曽根崎新地
の誕生⇒蜆川消滅による一本化⇒高度成長期に
お茶屋の街からバー・クラブの街へ変身
現在の新地本通りと堂島上通りの間には、堂
島川から分流した曽根崎川（蜆川）が流れてお
り、堂島川との中洲が堂島と呼ばれる砂州でし
たが、貞享年間（１６８４～８７）、幕府の命を
受けた川村瑞賢が淀川本支流の各所で改修工事
を行い、その一部に新しく堂島新地十一町が出
来上がり、元禄元年（１６８８年）にその町割り
が行われて 「堂島新地」が誕生、茶屋株が与え
られ繁栄がはかられました。
さらに元禄１０年には「堂島の米市」が設けら
れ（今の新ダイビルからＡＮＡクラウンホテル
付近）、堂島新地は中之島に多数存在した各藩の
蔵屋敷の役人や米市の商人を相手にした遊所と
して栄えました。しかし、堂島の米市の急速な発
展により、仲買人や両替商が次々に店舗を構え
てビジネス街化し、遊所は曽根崎川を渡った川
向こうの曽根崎新地へと移動し始めました。た
だその頃の曽根崎新地の中心地は今の北新地内
ではなく、四ツ橋筋の西側（今の小学館ビル辺り
の福島区との境付近）辺りにありました。
明治に入り、お茶屋の中心は徐々に四ツ橋筋
の西側から今の北新地の方へ移ってきました。
明治４２年の「北の大火」のあと、明治４５年に
曽根崎川が埋め立てられ、街路が整備されて堂
島新地と曽根崎新地が一本化してほぼ現在の地
形となり、
「北新地」の原形が出来上がりました。
先の大戦では、この街の殆どが焼き尽くされ
従来の置屋は芸妓扱所となり、貸席も待合に変
わりました。そして昭和３０年代後半からの高
度成長期以降、北新地にはバーやクラブが増加
し始め、この頃を境に元禄以降続いてきたお茶
屋の町から社用を中心とした今のバー・クラブ
街へと変身し、現在に至っています。因みに大正
７年の統計では、当時の北新地には芸妓置屋１
１軒・貸席１５３軒、芸妓８２５人 昭和１２年
末の統計では芸妓置屋９軒・貸席１５５軒、芸妓
６１０人という状況でした。

☆☆児童院訪問第 2 回目報告☆☆
5月23日(土)第2回目の児童院訪問（バーベ
キュー会）
を開催致しました。
天候も曇り空にて、
それ程暑くもなく過し易かったです。ロータリー
クラブからは小寺会長をはじめ14名、ＲＡＣ（Ｏ
Ｂ・ＯＧ含め）11名が参加してくれて子供達27名
及び先生方にお肉や野菜、果物、飲み物を配って
くれました。
前回同様ＲＡＣメンバーに下準備や料理をす
べて担当してもらい、我々ロータリアンは食べて
飲むだけでした。でも、子供達の無邪気に喜んで
いる姿を見、又帰り際に各クラスごとに我々に
“ありがとうございました”とお礼を言う子供達
に気持ちが癒された思いです。参加下さった皆
様、ご協賛を下さった皆様、本当に有り難う御座
いました。

＊＊ロータリーデー打ち合わせ報告＊＊

Ｎｏ．３テーブル情報集会
５月２８日１８時よりリーガロイヤルホテル
３０Ｆ「なかのしま」においてＮｏ．３テーブル
情報集会が小寺会長はじめ、歴代パスト会長多数
の参加も含め総勢１４名の参加で開催されまし
た。
創作の日本料理をいただき３０階からの夜の
展望も楽しみながら大いに盛り上がりました。話
は日本の外交問題にも及び激論も交わされあっ
という間に２時間３０分が過ぎました。
最後は山本会長エレクトの締めの挨拶でつつ
がなく終了いたしました。ご準備いただきました
中川テーブルマスター誠にありがとうございま
した。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
茸のブイヨンスープ
ミックス・シーフードフライ（イカ、帆立、
エビ、白身）
本日のアイスクリームと旬のフルーツ盛り合
わせ コーヒー

なりわい

元京都Ｒ Ｃ
作詞 前 田 和 一 郎
元東京Ｒ Ｃ
作曲 萩 原 英 一

つど

奉仕の理想

みくに

奉仕の理想に集いし友よ

くおん

御国に捧げん我等の生業

望むは世界の久遠の平和

めぐる歯車いや輝きて

とわ

我等のロータリー
ロータリー

永久に栄えよ

＜次年度当クラブが担当する2015年11月21日
(土)のロータリーデー(旧称：ＩＭ［インターシ
ティミーティング］)について＞
5月21日(木)18:00～ 於、秋本（麹町）
中山恭子参議院議員、荒木和博拓殖大学教授、
西村眞悟前衆議院議員と当方より小寺会長、橋本
副会長、衣斐パスト会長、石田が出席。
ロータリーデーの流れとして、中山先生に「拉
致問題から見える日本の姿」（仮題）として基調
講演（６０分程）をお願いし、続いて中山先生、
荒木教授、西村先生とコメンテーターとして小寺
会長でのパネルディスカッションに移り会場の
方からの質問にも対応するのは如何との方向性
で打ち合わせを終えました。
その後懇親会に入り、中山先生のウズベキスタ
ン日本人４名拉致事件の解決の裏話や北朝鮮拉
致被害者５名の帰還のお話等を伺いました。中山
先生は皆様ご承知の通り上品で知的な方である
ことは私も承知しておりましたが、気さくで又上
記事件にも確固たる信念の下で行動され本当に
素晴らしいお方だと再認識致しました。この先生
のご講演及びパネルディスカッションは疑う余

地も無いほど充実したロータリーデーになると
確信致しました。
写真は西村先生がご所要にて帰阪された後で
のもので最初に写真を撮っておけばと後悔して
おります。
是非大阪天満橋ＲＣとして誇れるロータリー
デーになるよう皆様一丸となって頑張りましょ
う。

四つのテスト その由来をひもとく

（２／４）

広告に適用した四つのテスト
次にハーブ（四つのテストの創案者であるハーバート J.テーラー）は、できあがった項目を社の
4部門の部長にはかりました。その4人はローマカトリック信者、クリスチャンサイエンティスト、正
統派ユダヤ教徒、長老派教会員という人たちでした。四つのテストが自分たちの宗教上の教義に反し
ないばかりでなく、私生活ならびに職業人としての生活の模範的指針になるものであることで、意見
の一致を見ました。
このようにして、「言行はこれに照らしてから」の四つのテストが誕生したのです。
真実か どうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるか どうか
簡潔さの中に深い意味を包含するこのテストは、事の大小にかかわらず、クラブ･アルミニウム社
が諸事決定を下す際の基本となったのです。しかし、テストというものはどんなものであれ、実際に
検証される必要があります。実社会でうまくいくだろうか？
事業家がその指針に従って仕事をこなしていけるだろうか？
ある弁護士はハーブにこう言いました。
「もし私がこのテストを厳密に実行したら、私は飢え死に
するでしょう。ビジネスに関して言えば、四つのテストは絶対に実行不可能です」。
この弁護士の懸念も、わからないではありません。他者の利益を立脚点とした上で、真理を実践し、
行動評価を行うよう求める倫理システムは、どんなものであれ、大きな負担を伴います。そのような
テストは、誠実さと野望のバランスを取るのに腐心している人たちに、苦痛に満ちた葛藤（かっとう）
を与えることにもなります。一つの生活様式として、それを現実的に実行できるかどうかをめぐって、
世界中で熱い議論が戦われてきました。懐疑深く、消極的な考え方しかできない人たちはさておき、
ロータリアンの中にも、四つのテストは極度に単純化された哲学であって、その有用性は疑わしく、
相矛盾する趣旨からなっており、目標は非現実的である、と真剣に考えている人たちが常に存在しま
す。
このテストは、自らの動機と目標を思慮深く検討するよう求めるものです。真実、公平さ、思いや
りに対する強調は、道徳的要素を多く含有しているため、“倫理的消化不良”を起こしてしまう人た
ちも確かにいます。しかし、1930年代のクラブ･アルミニウム社においては、あらゆることが、四つ
のテストに照らして判断されたのです。まず広告に対してそれは適用されました。「より良い」とか
「最上の」とか、あるいは「最高の」や「最高級の」といった表現が広告から削られ、製品に関する
事実に基づいた説明文が載せられることになりました。競合他社の欠点を論ずる文面も、広告や企業
案内から取り除かれたのです。
（続く）

