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今から60年以上も前の大恐慌のさなか、一人のロータリアンが4項目からなる簡明な倫理指針を考
案しました。この指針は、窮地にあった彼の会社を救うのに役立ったのです。この指針が表現してい
た内容や信条はまた、ほかの多くの人たちに対しても、倫理的羅針盤を提供することになりました。
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やがて、国際ロータリーによって採用され、広く知れ渡ることになったこの四つのテストは、今日で
は、ロータリーの基本理念の一つとなっています。今世紀におけるロータリーの最も素晴らしい声明

＜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

ＭＡＲＣＨ

の一つと言ってもよいでしょう。
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水 と 衛 生 月 間
創案は七つのテスト

次週（４月５日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

この四つのテストの創案者であるハーバート J.テーラー（ハーブ）は、やり手で卓越したセール
スマンであり、人の上に立つ人物でした。ハーブは行動家で、信仰心が厚く、道義を重んじる人物で
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「私の家庭菜園」
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会
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２）国旗およびロータリー旗に礼

バラが咲いた

した。1893年に米国ミシガン州に生まれたハーブは、イリノイ州エバンストンのノースウエスタン大
学を苦学の末、卒業しました。卒業後、彼は、ＹＭＣＡおよび英国陸軍福祉機関の任務で渡仏し、第

１）例

（2421回）

良浩
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４）4月度定例理事会

４）卓

話

君が代・奉仕の理想
「金融機関の裏話」
御木

威

会員

１次世界大戦では米国海軍の補給部隊員として従軍しました。1919年にグロリア･フォーブリックさ
んと結婚して、米国オクラホマ州に新居を構えたハーブは、同地でシンクレア石油会社に勤務しまし

＊＊

た。彼は1年後に同社を退社し、保険･不動産･石油リース仲介業を始めました。
数年に及ぶこの事業でいささかの成功を収めたハーブは、1925年にイリノイ州に戻り、シカゴの
ジュエル･ティー社に入社、とんとん拍子に昇進しました。そしてやがてシカゴロータリークラブの
会員となりました。1932年、ジュエル･ティー社の次期社長候補であったハーブは、破産寸前状態に
あったシカゴのクラブ･アルミニウム社の再建を依頼されました。調理器具メーカーの同社は、総資
産額を40万ドル上回る負債を抱え、倒産の瀬戸際にありましたが、ハーブはこの難事業を引き受け、
危機にひん瀕した同社に自らの運命を託したのです。彼は、ジュエル社を辞め、これまでの給与の8
割減という収入でクラブ･アルミニウム社の社長に就任しました。しかもそのうえ、運営資金に充て
るため、自己資金6,100ドルを同社に投資したのです。
信仰心の厚いハーブは、同社を建て直し、大恐慌下の沈滞ムードを払拭（ふっしょく）するための
手段として、社員たちに倫理的価値観の目安となる簡潔な指針を提供すべく、神の啓示を求めて祈り
をささげました。
社の倫理訓について構想をめぐらせたハーブは最初、およそ100語からなる文章をしたためました
が、これは長すぎると判断しました。そこでさらに推敲（すいこう）を重ね、それを７つの項目にま
とめたのです。四つのテストは当初は、七つのテストだったのです。しかし、これでも長いと考えた
彼は、それを自問形式の4項目にまとめ上げ、それが今日の四つのテストとなりました。
（続く）

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

本日の例会は髙松貞彦会員が「空のここだけ
の話」として卓話してくれます。会員各位にはご
清聴願います。３月１７日(土)の正午から、大阪
国際会議場１２階特別会議場に於いて「IM６組
ロータリーデー」が、ホストクラブ大阪ロータ
リークラブにより開催され、当クラブより１２
名が出席致しました。道上 洋三SAA・司会進行で、
ホストクラブ早嶋 茂会長による開会点鐘・挨拶
に始まり、能プレゼンテーション、片山 勉ガバ
ナーの挨拶の後、兵庫県立美術館館長の蓑 豊氏
が基調講演として「都市文化によるミュージア
ムの役割」のテーマで卓話されました。その後
コーヒーブレークをはさみ、パネルディスカッ
ション「大阪の文化は今……」 ー文化創造都市
を目指してー がモデレーター山本 雅弘IM６組
実行委員長の司会進行により開催されました。
溝畑 宏（公財）大阪観光局理事長をはじめ、
黒田 章裕 コクヨ㈱代表取締役会長、宮原 秀夫
（財）アジア太平洋研究所所長、薩摩 和男㈱
美々卯代表取締役社長、
蓑 豊 兵庫県立美術館館
長
（吉村 洋文 大阪市市長がギックリ腰の為欠席
されたため代理として）の５名のパネリストメ
ンバーによる活発な討論が行われました。一部
抜粋致しますと、「文化・芸術と経済は都市繁栄
の車の両輪」であり、それが活力のある都市づく

りに結びついていくということや、今日の「大
阪」にも官民一体となった動きが現れてきてい
ること等、活発な討論を間近で拝聴させて頂き、
大変感銘を受けました。ロータリーデー終了後
は、１２階にあるレストラン「グラントック」に
於いて懇親会が開催され、和やかな雰囲気の中、
IM６組各クラブの会員との会話が弾み、
盛り上が
りました。IM６組ロータリーデーに引き続いて、
１８時２０分～２０時３０分迄、IM６組フレッ
シュロータリアン（入会５年未満の会員）の研修
交流会が開催され、当クラブから橋本(会長)、寺
杣(幹事)が出席致しました。主催者である城東
ロータリークラブの中嶋 進治ガバナー補佐が、
研修交流会の趣旨についての挨拶と説明をされ
ました。片山 勉ガバナーの強い要望により、
ロータリーを良く理解し、将来的にはクラブの
中心的なリーダーになっていただく為にこの様
な機会を設けたという説明がなされました。
若林パストガバナーの基調講演、軽食タイム
の後、各テーブルでディスカッションが活発に
行われました。最後は、全員一つになって「手に
手をつないで」を合唱し終了しました。また、同
じ日には午前１０時３０分～１２時迄、大阪中
央区区民センターに於いて、クラブ戦略計画委
員長会議が開催されました。
当クラブより山本 喬一戦略計画委員長が出
席してくれました。山本委員長には、午前・午後
と終日、大変ご苦労様でした。

☆☆ 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

☆☆

４名
０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

幹 事 報 告

54名
39名(51名)
17名
12名

☆☆

①本日「春の家族会」ご案内をお配りしておりま
す。多数のご参加をお願いいたします
②本日例会終了後 第4回被選理事会を4Ｆ「銀河
の間」にて開催致します。関係各位宜しくお願
いいたします。
③№4・7テーブル情報集会が本日18：00から「長
樂」にて開催されます。関係各位よろしくお願
いいたします。
④次週例会終了後「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 ☆☆

合計金

3月22日の出席率
76.47％
5週間前（2月22日）の
メークアップを含む出席率 87.50％
メークアップ実施会員
6名（欠席者12名)
5.6ｍ、30ｋｍでは3.3ｍとなる。クルマの話はこ
こまでとして、単発小型機の操縦では右足左足
を適確に使い分け出来なければ真っ当な操縦は
出来ない。足の操作の重要性は単発プロペラ機
の構造上の特殊性にある。プロペラの不均衡荷
重、ジャイロ現象、プロペラ機流等である。これ
らが大型ジェット機にない両足の繊細な操縦技
術が要求されるのである。因みに大型機を操縦
出来る免許があっても、単発小型機の操縦免許
がなければ操縦することは出来ない。

敬称を略す

本日の卓話を よろしく！
髙松 貞彦
髙松さん 本日の卓話楽しみにしています。
中村 修
ホームクラブ皆出席 自祝
中川 政照
5月19日家族会 皆様のご参加を心よりお待ちし
ています。
仲西 良浩
私儀！健康体になりました！ 自祝 中川 政照
中川様 ご全快おめでとうございます。
井戸 幹雄
中川さん 無事手術成功お帰りなさい。
中村 修
中川さん ご無事に退院おめでとうございます
柳澤 興平
中川さん ご無事に帰還おめでとう！！
川原 和彦
平成30年3月22日

）内は会員総数を基準とした値

28,000円

累計金 2,402,000円

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
4月第二例会のお知らせ
日 時：4月28日（土）10:00～16:00
内 容：姫路RACとの合同献血
場 所：阪神尼崎駅前
登録料：無料
登録先：幹事 竹内 壮志
mail：tenmabashi@2660rac.org
TEL：080-6180-2029
登録締切：4月21日(土)

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
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「空のここだけの話」
髙松 貞彦 会員
ＡＴ車を運転する外国人の大半が左足ブレイ
クなのに、なぜ日本人ドライバーの大半が右足
ブレイクなのだろう？どちらの足でブレイクペ
ダルを踏もうが ＡＳ ＹＯＵ ＬＩＫＥ な
のであるがここにこんなデータがある。右足だ
けでブレイクペダルを踏む人はアクセルペダル
からブレイクペダルを踏むまでに要する時間が
左足でブレイクペダルを踏む人に比べ0.4秒多く
の時間を要する。この時間差ギャップを制動距
離に換算すると、時速60㎞では6.7ｍ、50ｋｍでは

3月22日18：00より「長樂」において、橋本会長
をはじめ16名の皆様にご参加頂きまして、
情報集
会を開催致しました。橋本会長にご挨拶をいた
だき、井戸パスト会長の乾杯にて始まりました。
お出汁が秀逸のおでんの品々、蛤の椀物や福岡
産の筍など旬のものを絶妙な味付けでいただき
ながら、楽しい時間を過ごすことができました。
ご参加いただきました会員の皆様に感謝申し上
げます。
橋本会長、郡副会長、寺杣幹事、髙田会長ｴﾚｸ
ﾄ、在本、平尾、井戸、川原、中村（修）、髙橋、
田邉、山本（邦）、吉村、西浦、末澤、事務局
（敬称略）

健康ミニ情報
体に危ない食の「ホンモノ」と「ニセモノ」
予想以上の技術の発達、進化によって、何も
知らずに口にしている食品が、とんでもない
ニセモノがホンモノとして出回っている。
産地や原材料名、成分表なども気を付けて確
認してみましょう。
体に良いと思って選んでいる食品ほど、ニセ
モノが多くなってきています。代表的なもの
を挙げますと、次の食品だと言えます。
日本酒、納豆、ハム、かまぼこ、醤油、牛乳、
和風だし、麺つゆ、アイスクリーム、漬物、
卵焼き、生クリーム、コーヒーフレッシュ、
マーガリン、チューブわさび、オイスターソ
ース、焼売、挽き肉コロッケなどがある。
日本酒は、米と米麹から造り、本来は純米酒
と表示される。そこでコストを下げるのに、
でんぷんなどから造られた醸造用アルコール
糖類や調味料が入ったものが多い。
納豆は「大豆」と表示されているものはＯＫ。
安価なものや輸入されたもの、大豆かすを固
めたものが多い。
ハムは亜硝酸ナトリウムや、着色料、調味料
液を大量に投入し、肉と水分の割り合いが、
１：１であり、原料の豚肉より安いハムが存
在する。次号に続く。 （健康委員会提供）

諸外国、特に南米では、ローターアク
ターからロータリアンになる比率が高い
そうですが、日本でもローターアクターが
ロータリアンになったという例はありま
す。
「ＲＡを提唱すると、お金がかかる」
「つ
くった後の維持が大変なのでは…」という
考えが、ロータリアンにあるようです。確
かに提唱ＲＣは、ＲＡＣが結成されたとき
に、ＲＩへ加盟金として米貨50ドルを納め
たり、地区レベルの研修会などが行われる
ときには、彼らの参加費用を負担しなけれ
ばなりません。しかし、ＲＡの会合に関す
る費用は、ＲＡ自身の責務で担われること
になっており、すべてをＲＣが負担する義
務はありません。
今日の若い人は、明日は地域社会の指導
者です。ＲＩが唱え続けているＲＡの意義
や、実際に素晴らしい活動を行っている、
若いＲＡの姿を思い起こし、ローターアク
トプログラムに参加してみてはいかがで
しょう。

明るくなった

☆☆ 先週（3 月 22 日）の卓話 ☆☆

－－No.４・７テーブル情報集会－－

ローターアクトクラブと
ロータリークラブ

