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四つのテスト その由来をひもとく （２／４）
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広告に適用した四つのテスト
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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。
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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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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

青 少 年 奉 仕 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆

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。
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☆☆ ５月度の在籍表彰 ☆☆
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7ヵ年 中野 格
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4ヵ年 仲西 良浩

☆☆６ヵ月ホームクラブ皆出席者☆☆
橋本 守之

髙松 貞彦
（以上敬称略）

☆ ＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
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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。
ゴールデンウィーク開けで２週間ぶりの例会
ですが、会員の皆様はリフレッシュされ日常の
仕事に戻られたことと存じます。九州熊本では
未だに余震が続き不安な毎日を送られているこ
とに大変気の毒でお見舞い申し上げます。後ほ
ど社会奉仕委員会からの要請があると思います
が、被災された方々への義援金を集めさせてい
ただき地区を通じて2720地区（熊本・大分）に届
けてまいりますのでご協力をお願い申し上げま
す。
今年度より、５月は「青少年奉仕月間」となっ

ています。当クラブではローターアクトクラブ、
青年功績賞授与式および青少年交換事業という
クラブ事業を行うと共にＲＹＬＡやニコニコ
キャンプなど地区行事にも参加しています。ま
た、米山奨学生事業も地区組織では別になって
いますが、青少年奉仕の分野だと言えます。これ
らの青少年奉仕に当クラブは今まで比較的に重
点を置いて活動して来た分野です。国際ロータ
リーでも数年前より青少年奉仕を独立した奉仕
分野ととらえ従来の４大奉仕から青少年奉仕を
追加して５大奉仕としてきました。当クラブで
はＲＩよりも早く青少年年奉仕を設け委員長は
理事という体制を作ってきました。今後も青少
年奉仕は重要な事業として続けられるでしょ
う。これらの事業進めるにあたっては、ロータ
リー章典2.110で青少年保護という項目で、青少
年の安全な環境を保つことが規定されていま
す。この精神と規定を守る必要があります。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「新年度ロスターの原稿」訂正のご提出が無
かった方は本年度同様の内容で掲載させて頂
きますのでご了承お願いします。
②ロータリー用会員名刺作成をご希望の方は事
務局までご提出お願いいたします。

☆☆ 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
４名
０名
０名

会員総数
59名
会員出席
45名(54名)
出席規定適用免除 23名
会員欠席
9名

③№1・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。
④本日18：00から№.6・7テーブル情報集会がヒ
ルトン大阪「王朝」にて開催されます。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

大阪市青少年活動協会の三保様・ボランティア
スタッフの田中様、渡嘉敷様本日の卓話よろし
くお願いします。
郡 悦清
結婚記念日自祝
山本 喬一
結婚記念日自祝。山本会長、素敵なお花ありが
とうございます。妻も大喜びで、夫婦関係も
安泰です。
宮里 修一
息子の結婚式無事終わりました。お世話になり
ました方々に感謝
郡 悦清
願い事が一つ叶いました。肩の荷が少しおりま
した。
石田 道夫
石田さん、願い事はなんですか？良かったです
ね！!
川原 和彦
平成28年5月12日

合計金

48,000円

累計金 2,779,000円

☆☆ 先週（5 月 12 日）の卓話 ☆☆
「こども青少年とともに40年」
一般財団法人 大阪市青少年活動協会
事業部長 三保洋士 様
一般財団法人大阪市青少年活動協会は、平成
27年5月1日に設立40周年を迎えることができま
した。これも大阪天満橋ロータリークラブの皆
様方をはじめ、大阪市や各自治体並びに経済界、
各種青少年団体などのご支援・ご協力に加え、青
少年施設の利用者の皆様、キャンプにご参加く
ださいました方々、さらにはボランティアス
タッフの皆様のご理解とご支援の賜と深く感謝
しております。
この40年間を振り返ると子どもたちを取り
巻く環境は大きく変化してきましたが、私たち
は、時代の要請や社会の変化に対応しながらも
一貫して「自然」、「仲間」、「リーダー」とい
う3つの要素を大切にしてきました。私たちの
キャンプには学校の違う子どもたちが参加して
きます。育ってきた環境や生活習慣、ものごとの
考え方の違う子どもたちがキャンプで初めて出

）内は会員総数を基準とした値

5月12日の出席率
83.33%
５週間前（4月14日）の
メークアップを含む出席率 92.73%
メークアップ実施会員
1名（欠席者5名)
会い、自然の中での協同生活の体験を通して、互
いに影響しあい、豊かな人間関係を生み出しま
す。そして、そこには子どもたち一人ひとりを理
解しようと前向きに努力するリーダーがいま
す。キャンプに参加する子どもたちは、「自然」
の中で「仲間」や「リーダー」と心と心がふれあ
う濃密な時間を過ごすことにより、人間的に成
長していきます。
これからも子どもたちが、キャンプ生活を通
じて、この3つの要素と関わる中で、自尊感情を
高め、社会に順応できる力や社会の要求に応え
られる力を育むことができるよう事業を実施し
て参ります。今後とも変わらぬご支援・ご指導の
ほどよろしくお願い申し上げます。
「子どもと仲間との出会い」
大阪市青少年活動協会ボランティアスタッフ
田中しずか 様
私はキャンプリーダーの活動を始めて4年目
になります。この活動を通してたくさんのこと
を学びました。私がこの活動をはじめた理由は、
自然とキャンプが好きだったからです。そんな
自分のために始めた活動でしたが、そこで出
会ったのは、
「子どものためにはどうしたら良い
キャンプになるだろう」と子どものことを一番
に考えている職員の方々や先輩、そして仲間た
ちでした。
私たちの活動では、子どもとの関わりや自然
との関わりについて学んだり、意見を語り合っ
たりする機会がたくさんあります。そして、職員
の方々や先輩、仲間と共に準備をし、子どもたち
と共に生活をしながら、みんなでキャンプを創
り上げていきます。
このような活動と多くの人たちとの出会いを
通して、私は子どもとの活動の楽しさを知り、子
どもたちとどのように接したら良いのか、仲間
と協力するためには何が必要かを学ぶことがで
きました。
普段、街で生活していると出会うことのない
豊かな自然とキャンプに来なければ出会えな
かったお友だちは、子どもにとって一生の宝物
になります。そんな宝物を作ってあげられる
キャンプリーダーはとてもやりがいのある活動
です。

私はあと１年で卒業します。残された時間は
少ないですが「出会う子どもたちにはいい体験
をさせてあげたい」と考えています。そしてその
出会いによって自分も更に成長していきたいで
す。
「人との関わりで成長する」
大阪市青少年活動協会ボランティアスタッフ
渡嘉敷 求 様
キャンプリーダーの活動を始めて丸３年が経
とうとしています。ただ大学に通っているだけ
では体験することが出来ないキャンプ活動か
ら、多くの学びがありました。その中でも私が貴
重であると感じる、二つの学びについて述べた
いと思います。
一つ目は「スタッフ同士の関わり」です。協会
には、全所属を合わせると100名を超えるスタッ
フが所属しています。活動では、スタッフ同士
が、同じ距離感で意見を出し合い、キャンプを創
り上げていきます。多くの苦労がありますが、切
磋琢磨し合い共有してきた体験がこれからも大
切な友人として、私たちをつないでくれると信
じています。
二つ目は「共感的理解の重要性」です。キャン
プ中、自分の要望を真っ先に口に出す子がいれ
ば、静かに他の子に歩調を合わせる子もいます。
子どもたちが、彼らなりに発している信号に
リーダーは気づき、共感することが関係づくり
において必要です。キャンプに参加した子ども
全員が楽しめるよう、普段の研修から私たち
リーダーは共感的理解を意識しています。
以上の意識を大切に、残りの活動に一生懸命
取り組み、リーダーとして、そして人間としてよ
り大きく成長していきたいです。

山本会長の挨拶、川本会員の乾杯にて始まり、
中華のコース料理を堪能致しました。
途中、参加会員全員のスピーチを頂戴し、様々
な経験談、
また50周年の記念行事に対する期待等
も話題にのぼり、会場は大いに盛り上がりまし
た。
今期最後のテーブル情報集会でもあり、最後
は今期ラスト追い込みや、また来期に対する心
意気も話され、非常に有意義な会となりました。
－－社会奉仕委員会報告－－

社会奉仕委員会の恒例奉仕事業であります天
満天神繁昌亭への北区老人クラブ連合会の会員
の皆様のご招待を、５月１７日（火）に実施いた
しました。当日は１２７名の参加を得て
１０：００から落語解説とお囃子紹介、１
０：４５から落語２席（笑福亭風蕎さん、林家小
染さん）を聞いていただきました。参加の皆さん
には大いに笑っていただき、意義ある落語会に
なりました。
又、当クラブに対しましては、連合会野村会長
様より大変ご丁寧なお礼の言葉を頂きました。
社会奉仕委員会 中村 健輔

－－№６・７テーブル情報集会－－

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
シェリーヴィネガー風味のホタテ貝と鯖の
マリネ、新玉葱のピューレ、ミニリーフサラダ
若鶏のフリカッセ、トマトヴィネガー風味、
ポテトニョッキのクリーム煮とミニ青梗菜添え
ブルーベリーパイ、バニラアイスクリーム添え
コーヒー又は、紅茶
バゲット、ソフトロールとバター
5月12日木曜日午後6時より、
ヒルトンホテル
3階「王朝」にて、No6、7のテーブル情報集会が開
催されました。
山本会長にも参加頂き総勢14名の
出席となりました。

