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四つのテスト その由来をひもとく （３／４）
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ラーが社長を務めていた会社）のあらゆる面における指針となっていき、ディーラーや顧客、そして
＜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

従業員の間に、同社に対する信頼と好意が生まれることになりました。四つのテストは、社風の一部
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となり、やがて、クラブ･アルミニウム社に対する信望は高まり、財政の改善に寄与することとなっ

水 と 衛 生 月 間

たのです。
ある日のこと、販売部長が、調理器具5万点の注文が取れるかもしれないと発表しました。売り上
げは低迷状態にあり、会社は依然として倒産の危機から脱していませんでした。最高幹部の人たちは、
明らかにこの販売の機会を逃すことなく、商談が成立することを望んでいました。しかし、一つの問
題点がありました。販売部長が聞いたところでは、注文主である業者は商品を値引きして販売したい
というのです。
「これでは、これまでわが社の製品を地道に宣伝し販促してきてくれたディーラーに

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

１）例

（2330）

会

（2331）

２）ソング 我等の生業

２）ソング 四つのテスト
３）卓

次週（３月２４日）のお知らせ

話 「入会してから現在まで・・・」 ３）卓

話 「美味しい話 ＰＡＲＴ３」
中村 修 会員

仲西 良浩 会員
４）4月度定例理事会

４）第4回被選理事会

対して不公平となります」というのが販売部長の意見でした。結局、この注文は断ることになりまし
た。その年には、ほかにいくつか厳しい決断が下されましたが、これは、その中でも最も苦渋に満ち
た決断の一つでした。この取引を行っていれば、疑う余地もなく、同社が営業活動のよりどころとす
る四つのテストを嘲笑（ちょうしょう）することになったでしょう。
1937年までに、同社の負債は完済され、その後の15年間では、株主に対して100万ドル以上もの配

☆☆ ３月度の結婚記念日 ☆☆
永田 秀次
石田 道夫
川本 浩

郡 悦清
鍬田 充生
松宮 清隆

荒木 幾夫
在本 茂
（以上敬称略）

☆ ＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

当が支払われました。また、同社の純資産は200万ドル以上に達しました。
いかがですか？ これでも、あまりに理想的すぎて実社会には向かない、とお考えですか？ 四つ
のテストは、ビジネスという厳しく、変転きわまりない世界で生まれ、経済界が経験した最も過酷な
時代の中で、厳密な試験を経てきたのです。それは、実業界という競争の場で生き残ってきたものな
のです。
1942年、当時の国際ロータリー（ＲＩ）理事のシカゴのリチャード･ベナー氏が、ロータリーもこ
のテストを取り入れるべきだとの提案をしました。ＲＩ理事会は、1943年1月にベナー氏の提案を承
認し、四つのテストを職業奉仕プログラムの一つの構成要素としました。もっとも、このテストは、
今日では四大奉仕部門のすべてにおける不可欠の要素として認識されています。
ハーブは、ロータリーの創立50周年記念にあたる1954－55年度、ＲＩ会長に就いた時、四つのテス
トの著作権をＲＩに移譲しています。

（続く）

皆様、こんにちは。ビジターの皆様ようこそお
越しくださいました。
本日は地区の職業奉仕委員会から田中徳彦委
員長にお越しいただき「ロータリーの職業奉仕」
について卓話をいただきます。職業奉仕はロー
タリーの一番の特徴でありながら、なかなか
すっきりとは理解が難しい面があります。
当クラブでは例年のスケジュールで10月に伝
統行事の職業奉仕賞授与式行いました。また新
しいＲＩの月間設定では1月が職業奉仕月間と
なっていまして今月はその月間ではありません
が、ロータリーでの重要な考え方の職業奉仕に
理解を深めさせていただきたいと思います。田
中委員長様どうぞよろしくお願いいたします。
さて、本日の例会終了後、姉妹クラブの台北陽
明ロータリークラブの39周年記念式典に出席す
べく、合計9名で台北に出発いたします。台北陽
明クラブとは37年にわたり友好関係を続けてい

ております。私たちの40周年記念式典には40名で
参加するとの約束をきっちり家族も含め41名で
参加してくれたのを記憶しています。来年は先
に先方が40周年を迎え、
年の後半には当クラブが
50周年を迎えますので、
次年度は交流がかなり活
発になると予想されます。多くの皆様のご参加
をお願いいたします。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①3月1日よりロータリーレートが1ドル＝116円
に変更になっております。（2月のレート 1ド
ル＝120円）
②№1・5テーブル情報集会、№2・3テーブル情報
集会出欠のご返事を事務局までお願いいたし
ます。
③新入会員歓迎会出欠のご返事を事務局までお
願いいたします。
④№4.6テーブル情報集会が本日18：00から「香
悦」にて開催されます。関係各位よろしくお願
いいたします。
⑤次週例会終了後「第4回被選理事会」を開催致
します。関係各位宜しくお願いいたします。
⑥3月24日例会終了後「4月度定例理事会」を開催
いたします。本日ご案内させて頂いておりま
すので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

本日は卓話にお招きいただき、ありがとうござ
います。
大阪西南RC 田中 徳彦 様

☆☆ 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

２名
１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

56名
37名(49名)
23名
12名

地区職業奉仕委員長 田中徳彦様、本日は宜し
くお願いします。
荒木 幾夫
地区職業奉仕委員長 田中徳彦様 本日の卓話楽
しみに聞かせて頂きます。
山本 喬一
誕生日自祝
藤井 弁次
28ヵ年在籍表彰及び6ヶ月皆出席自祝 南川 和茂
28ヵ年在籍表彰自祝
小澤 満
26ヶ年在籍表彰自祝
二宮 秀造
在籍表彰自祝
寺内 清視
6ヶ月ホームクラブ皆出席自祝
中野 格
紳士の料理教室 久しぶりに楽しませて頂きま
した。石田会員に感謝
山本 喬一
3日は紳士の料理教室 4日はぼたん鍋会 5日はク
エを食す会 井戸先輩、中川先輩有り難うござ
いました。
石田 道夫
先日は井戸先輩ありがとうございました。たの
しかったです。
中村 修
先日は井戸先輩 大変お世話になりました。
川原 和彦
先日は井戸さん 大変お世話になりました。
山田 雅則
井戸様 大変お世話になりました。 寺杣 晃一
平成28年3月10日

合計金

77,000円

累計金 2,198,000円

☆☆ 先週（3 月 10 日）の卓話 ☆☆

3月10日の出席率
75.51％
4週間前（2月18日）の
メークアップを含む出席率 88.68％
メークアップ実施会員
1名（欠席者7名)

い楽しいですよ。
中 川、中 村、石 田 会 員 お 世 話 に な り ま し
た。
－－№４・６テーブル情報集会－－

3月3日（木）大阪ガスクッキングスクール
において同好会の料理教室が再開されまし
た。数年振りの開催という事らしい。桃の
節句に男子料理の一つも出来て当然といっ
た風潮で小生初参加という事に恐々申込み
用紙を提出致しましたが、会員友人交えて
14名の顔合わせとなりました。
今回のチャレンジは「だしいらず♪楽ウマ
肉 じ ゃ が」「く る く る ロ ー ル キ ャ ベ ツ カ
ツ」、「なめこの赤だし」といった家庭料
理3品です。
包丁もさわった事もないという皆様、安心
して下さい。女性講師が初歩から親切に教
えて下さいます。講習に続いて2人組となり
実践に奮闘する事約1時間、ようやく完成で
す。
そして試食の時。お腹の空いた頃合に炊き
立てのご飯、自炊の料理を自賛しながら舌
鼓のひとときでしたが、家人の毎日の炊事
に改めて感謝の念を覚える紳士の体験とな
りました。 次回は6月皆様是非ご参加下さ

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆

3月10日（木）午後6：00より北新地の「香悦」
にて№4と№6のテーブル合同情報集会が開催さ
れました。今回は、
「台北陽明ロータリークラブ」
創立39周年記念式典に山本会長を含め９名の方
が行っておられる為、小寺直前会長、福原、岸本、
髙田、髙橋各会員の計5名と少数にてとりおこな
われました。小寺直前会長のご挨拶と乾杯の後、
美味しい懐石料理と福原会員より協賛して頂い
た、オバマ大統領も絶賛した「獺祭」に舌鼓をう
ちながら楽しみました。小寺直前会長より今ま
でのロータリーでの経験談等を独演して頂き大
いに盛り上がりました。

パンプキンクリームスープ、クルトン添え
鴨胸肉のロースト、マキシムポテト、クレソ
ン入り白味噌ディップ、ダックジュ
ルバーブと苺のサラダ、バニラクリームと
エルダーフラワーのグラニテ
コーヒー又は、紅茶
バゲット、ソフトロールとバター

四 つのテ スト

水 谷暢宏

相模 原南 ＲＣ

作曲

真実 か どうか

みんなに 公平か

好意と友情を深めるか

京セラの創業者である稲盛和夫氏は著書で
このように述べています。
「初期の資本主義の担い手は敬虔なプロテ
スタントであった。彼らはキリストが教え
る隣人愛を貫くために厳しい、倫理規範を
守り、労働を尊びながら、産業活動で得た
利 益 は 社 会 発 展 の た め に 生 か す こ と を、
モットーとしていた。したがって事業活動
においては誰から見ても正しい方法で利益
を追求しなくてはならず、また、その最終
目的は社会のために役立てることであっ
た。」
「欲望にもとづく経営は必ず破綻する。人
を蹴落としたり、不正な方法を行ったりし
て手にした利益には意味がない。利益を得
るにも人間として正しい道を貫かねばなら
ない。その正しい道のベースとなるのは他
者を思いやる「利他の心」、人間としての
「仁」と「義」す な わ ち「徳」で あ る。従
業員に対する愛、顧客に対する奉仕、そし
て社会に対する貢献がなければ、永続的に
繁栄をつづける経営はできない。」（稲盛
和夫著 燃える闘魂より)
正しくこの言葉が職業奉仕の考えをわかり
やすく、言い表しているのではないでしょ
うか。また経営者という観点から見ても良
く理解できると思います。
・職業奉仕で学んだこと
私は2012-13年度に初めてクラブで職業奉仕
担当理事を仰せつかりました。職業奉仕が
全く理解できないままでのスタートでし
た。その年度の担いは以下の3つです。
１、職業奉仕卓話の実施
２、職業奉仕部門ｸﾗﾌﾞフォーラムの実施
３、出前授業、職場体験学習の実施
当時の大阪西南RCでは初めての出前授業の実
施でどうしようか悩み、考えました。出前授業の
実施にあたっては、クラブの地元、大阪市西区で
中学生対象にしようと考え、教育委員会より各
校長に前もって連絡を入れてもらって、西区内
の中学校3校を訪問しました。そこでもうすでに
総合学習の時間（年間2時間の正規の授業）で講
話（出前授業）を地元の方にお願いして実施され
ていることを知りました。正しく答えは現場に
ある。

自分の年度で出前授業と職場体験学習を実施
する事ができました。
そして私自身も出前授業で自身の仕事のこと
や、仕事に対する思いを生徒さんに話す経験を
しました。職業奉仕を理解していなかった私が
この事業で職業を通して他の人々に奉仕すると
いう事、社会に貢献するという事が少しわかっ
てきました。そして出前授業をしたことをきっ
かけに職業奉仕にも興味が出てきて今も勉強さ
せていただいています。
職業奉仕はロータリーの根幹です。職業奉仕
は難しいものではなく、少しわかりにくいだけ
です。興味を持てば理解できるようになります。
今月の職業奉仕月間を、職業奉仕を学び、考え、
何かひとつ行動するきっかけにしていただけれ
ばと思います。
－－紳士の料理教室－－

みんな のためになるかどうか

「職業奉仕委員会で学んだこと」
地区職業奉仕委員長 田中徳彦 様
職業奉仕委員会
本日は例会の貴重なお時間をいただい
て、卓話をさせていただく機会をいただき
ましたこと感謝申し上げます。
・職業奉仕とは
アーサー・フレデリック・シェルドンが
「常に他人の立場を考えて、他人のために
なるように尽くすサービス（奉仕）を実践
しているものが成功を収める」という事を
発見する。ここから職業奉仕はロータリア
ンがそれぞれの職業を通じて他の人々に奉
仕し、高い道徳水準を保つことを奨励しま
す。
（ロータリーの心と実践2015改訂
版p.16)
ロータリーでいう職業奉仕はずばりこの一
文にあると思います。

）内は会員総数を基準とした値

