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四つのテスト その由来をひもとく
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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
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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

＜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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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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青 少 年 奉 仕 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆

真実か どうか

１）例

みんなに公平か

会

２）ソング

好意と友情を深めるか

３）卓

みんなのためになるか どうか

話

１）例 会
２）ソング
３）卓 話

（2428回）
それでこそロータリー
「私とロータリー・・・。」
末澤

正大

会員

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）

次週（５月３１日）のお知らせ

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

本日の例会は、阪本宗久会員の紹介で映画監
督の柴田 啓佑様が卓話して頂きます。会員各位
には、ご清聴の程お願い申し上げます。 ここで
ひとつ大変喜ばしくおめでたい報告がありま
す。当クラブの福原 哲晃会員が、春の叙勲で旭
日中綬章を授与されました。福原会員は、大阪弁
護士会会長として活躍され、社会に貢献された
ことによりその実績が認められ、この度の受章
となりました。会員一同、我が事のように大変嬉
しく思うと同時に、このような名誉ある章を受
章した仲間がいることを大変誇らしく思う次第
であります。福原会員、この度は誠におめでとう
ございました。 先週の土曜日(５月１２日)は、
当クラブの社会奉仕事業の一環として、大阪市
立児童院で施設の子供達の為にBBQパーティーや
ビンゴゲーム等を開催致しました。 当日は、平
尾社会奉仕委員長はじめ、仲西親睦活動委員長、
福原青少年委員長、若手のロータリアンやロー
ターアクトのメンバー等、大勢参加してくれま
した。また次年度の髙田会長エレクトや田邉幹
事エレクトも応援に駆けつけてくれて、子供達
は大喜びで楽しんでくれました。参加してくれ
ました会員には、本当にご苦労様でした。

（2429回）
みかんの花咲く丘
「人口減少期の今、
なぜ賃貸住宅を建てるのか」
積水ハウス株式会社
大阪南ｼｬｰﾒｿﾞﾝ支店 法人営業部
部長
森 雅男 様
髙橋 俊起会員紹介
４）6月度定例理事会（新旧合同）

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①理事・役員・委員長に「2017-2018年度 活動報
告書提出のお願い」を配布させていただいて
おります。活動報告書をご提出いただけます
委員会から随時ご提出をお願いいたします。
②№2.7テーブル情報集会の出欠のご返事を事
務局までお願いいたします。
③「新入会員歓迎会」の出欠のご返事を事務局
までお願いいたします。
④「春の家族会」が19日（土）「ノクターン」に
て開催されます。関係各位よろしくお願いい
たします。

☆☆ に こ に こ 箱 ☆☆

敬称を略す

本日の卓話よろしくお願いします。若手カント
クですが、将来有望な人物です。 阪本 宗久
柴田啓佑様 本日の卓話宜しくお願い致します
寺杣 晃一
結婚記念日を自祝して
坂本 一民
結婚記念日自祝
衣斐 孝雄
結婚記念日素敵な花を有難うございました
寺杣 晃一
結婚記念日自祝いつもすてきなお花をありがと
うございます
宮里 修一
結婚記念日自祝
坂東 信幸
在籍表彰自祝
箕村 保

☆☆ 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

１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

54名
34名(47名)
19名
13名

5月17日の出席率
72.34％
5週間前（4月19日）の
メークアップを含む出席率 78.43％
メークアップ実施会員
2名（欠席者13名)

64,000円

短編映画「ゆえにひと（仮）」（主演：二ノ宮隆
太郎）が完成間近である。今年は長編映画2本の
撮影が控えている。
HP：https://keisukeshibata.amebaownd.com/
KEISUKE SHIBATA DIRECTED
https://vimeo.com/152947522
－－北区老人クラブ連合会、

累計金 2,767,000円

天満天神繁昌亭へのご招待－－

長期欠席のおわびとして
西井 幾雄
来週の卓話よろしくお願いします。 末澤 正大
阪本さん本日の卓話楽しみにしています。
仲西 良浩
阪本宗久会員本日の卓話楽しみにしておりま
す。
SAA一同
平成30年5月17日

）内は会員総数を基準とした値

合計金

☆☆ 先週（5 月 17 日）の卓話 ☆☆
「自分の前に道はない」
映画監督

柴田 啓佑 様

日 時：６月６日（水）19:30～20:45
内 容：次年度について
場 所：大阪キャッスルホテル3F 錦城閣
登録料： RC 3,000円
登録先：幹事 竹内 壮志
mail：tenmabashi@2660rac.org
TEL：080-6180-2029
登録締切：６月１日（金）

本年度の家族会が５月１９日（土）大阪市中央
公会堂の川向いの「ノクターン」にて１９名の当
会員とご家族１２名、事務局の足立さん、八田さ
ん、新名さんの３名の合計３４名参加者にて行
われました。橋本会長の開会の挨拶後、美味しい
バーベキューを堪能しました。また、今回は沢山
の皆様から沢山のご協賛商品を頂戴し、ゲーム
企画にて参加者全員に素晴らしい賞品をお土産
として沢山持って帰る事ができました。また、天
候も良く、会員や家族の笑顔の多い家族会にな
りました事をご報告申し上げます。会員皆様に
心より感謝申し上げます。有り難うございまし
た。
－－NO.１・４・６テーブル情報集会－－

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
６月第２例会のお知らせ
日 時：６月２０日（水）19:30～21:00
内 容：最終例会…2017-18年度の活動報告
場 所：大阪キャッスルホテル3F 錦城閣
登録料： RC 8,000円
登録先：幹事 竹内 壮志
mail：tenmabashi@2660rac.org
TEL：080-6180-2029
登録締切：６月６日（水）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
小海老、蛍烏賊、スナップエンドウのピュレ、
甲殻類ゼリー
ニース風牛頬肉の赤ワイン煮、
オレンジ風味、マッシュポテト
抹茶のシフォンケーキ、
ココナッツクリーム添え
コーヒー又は、紅茶
胡桃入りソフトブレッドとバター

矢野一郎

それでこそロータリー

東京ＲＣ

平成３０年５月１５日（火）午後６時
心たけ（老松通り）において、橋本会長・髙田
会長エレクト・郡副会長・寺杣幹事にご参加頂き
まして情報集会を開催しました。各テーブルの
出席者は、大矢、中川、西浦、溝手、柳澤、箕村、
仲西、森本、御木各会員、並びに、テーブルマス
ターの石田、福原、高良、また、事務局から足立
さん、八田さんにご参加頂きました。"心のたけ
を味にこめて"という"心たけ"さんの高級肉（記
念写真左上参照）のステーキ及び鮨を中心とす
る高品質高コストパフォーマンスの料理とロー
タリー及び他の様々な楽しい話しに、参加者一
同大満足の情報集会となりました。

一、どこで会っても
やあと言おうよ
見つけた時にゃ
おいと呼ぼうよ
遠い時には
手を振り合おうよ
それでこそ
ローローロータリー

平成30年5月16日水曜日、当クラブ恒例の大阪
市北区老人クラブ連合会の皆さんをご招待して
の天満天神繫昌亭貸切寄席が開催されました。
朝早くからの席にもかかわらず、北区老人クラ
ブ連合会の皆さん100名にお越し頂きました。当
クラブ橋本会長の挨拶に始まり、笑福亭竹林さ
ん、月亭天使さん、はやしや絹代さんらによる
「落語解説、お囃子紹介」、その後、月亭天使さ
ん、笑福亭竹林さんによる落語二題で大いに盛
り上がりました。短い時間でしたが、老人クラブ
の皆さんには、充分に楽しんで頂けたと思いま
す。北区老人クラブ連合会武田副会長様からも、
ご挨拶の中で、当クラブに対するお礼の言葉と
感謝の言葉を頂戴いたしました。

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
６月第１例会のお知らせ

二、笑顔笑顔で
語り合おうよ
心心で
結び合おうよ
みんな世の為
働き合おうよ
それでこそ
ローローロータリー

阪本 宗久 会員紹介
幼少期から大学までの環境の閉塞感に疑問を
持ちながらも淡々と生活をしてきたものの、あ
ることをきっかけに心身ともにボロボロになっ
てしまった25歳で目指した映画の道。 映画業界
への憧れや羨望を打ち砕く、インディーズ映画
の奇才との出会いや同世代の映画監督の才能を
目の当たりにしながらも、自分が映画監督とな
るためにもがいていた専門学生時代。 自主映
画を制作し、映画祭を経験することによって、映
画監督とは？作品を作ることの意味とは？と模
索し完成した映画「ひとまずすすめ」が自らにも
たらした運命的な出来事。 映画だけではなく、
映像全般の演出をフィールドにし生活する映画
監督の面白さ。 実は「絶対に映画監督になりた
い！」というような熱い映画青年では無く、なん
となく「映像の仕事がしたい」という想いのはじ
まりから、自分自身を少しだけ誇らしく生きる
きっかけを授けてくれた映画に対する想いをお
伝えして参りたいと思います。
プロフィール
柴田 啓佑 | しばた けいすけ
映画監督 | Director
1984年、静岡県静岡市生まれ。日本映画学校(現：
日本映画大学)卒業。
映画「ひとまずすすめ」(2014)が、第8回 田辺・
弁慶映画祭にてグランプリ、市・賞など、映画祭
史上初の4冠を受賞し、他の映画祭でもグランプ
リなどを受賞する。翌年2015年にテアトル新宿に
て劇場公開を果たす。また、
「運命のタネ」(2016)
は、第10回 さぬき映画祭 第1回さぬきストー
リープロジェクトにてグランプリを受賞。新作

－－ 春 の 家 族 会 －－

