OSAKA-TEMMABASHI
四つのテスト その由来をひもとく

（３／４）

難局に挑んだ四つのテスト
四つのテストは、徐々にクラブ･アルミニウム社（四つのテストの創案者であるハーバート J.テー
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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

ＪＵＮＥ

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

☆☆ 今日のプログラム ☆☆

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

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

２０１８

ＮＯ．２４３１

ロータリー親睦活動月間

たのです。

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、

１４

１）例

会

１）例 会
２）ソング
３）卓 話

（2432回）
夏は来ぬ
「 会 長 挨 拶 」
橋本 守之 会長
４）７月度定例理事会（新旧合同）

（2431回）

２）ソング

次週（６月２１日）のお知らせ

日も風も星も

３）クラブ協議会（新旧合同）

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
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

☆☆ ６月度の在籍表彰 ☆☆
41ヵ年 坂本 一民
38ヵ年 衣斐 孝雄

☆☆ ６ヵ月ホームクラブ皆出席者 ☆☆
梅本

☆☆☆

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。

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。

知秀

西原

６月度の結婚記念日
阪本

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？

40ヵ年 髙松 貞彦
30ヵ年 重里 國麿

宗久

西浦

潔

☆☆
司

（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

近畿地方も梅雨入りとなり、しばらくは雨の
季節となりました。６月はロータリー親睦活動
月間です。本日の卓話は、中川 政照会員が「マ
イプロフィールと“世にも不思議な話”」という
テーマで卓話してくれます。さてどんな話が聞
けますのやら……？会員の皆様と清聴したいと
思います。 先週の５月３１日(木)の例会終了後
は、今年度の会長、副会長、幹事、理事、役員の
皆様と、次年度の会長、副会長、幹事、理事、役
員の皆様で、新旧合同理事会が開催されました。
夫々の議案が審議されると共に、滞りなくス
ムーズに次期理事役員に引き継ぎがなされるよ
う、現在の理事役員に要請致しました。 在本財
務会計委員長が所用の為に欠席された為、代行
として箕村委員より、５０周年事業決算につい
ての発表がありました。前回発表した通り、ほぼ

予算内で決着致しました。尚、６月１４日(木)の
例会に於いて、クラブ協議会が開催されますの
で、その際に改めて５０周年実行委員会在本財
務会計委員長から発表してもらう予定です。
６月１８日(月)の午後６時より、
ガスビル食堂に
於いて、新旧理事懇親会が開催されます。また
ローターアクトクラブの今年度最終例会が、６
月２０日(水)午後７時３０分から、
キャッスルホ
テル錦城閣で開催されます。森本委員長をはじ
め、多くの方のご出席をお願い致します。 私事
で恐縮ですが、今月の６月４日(月)に、公益財団
法人ロータリー日本財団より、私(橋本 守之)宛
てに、ベネファクターの認証状と記章が贈られ
てきましたこと、この場を借りて報告させて頂
きます。喜んで受け取りたいと思います。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「ロータリーの友」をお配りしております。併
せて6月号推奨記事のご紹介をお配りしてお
りますのでご覧いただきます様お願いいたし
ます。
②「2018-19年度 理事・役員・委員長一覧」改訂
版を本日お配りしております。
③「2016－17年度年次報告書」を本日お配りして
おります。
④2017－18年度 秋のRYLAセミナー報告書が事
務局に届いております。

☆☆ 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

０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
39名(50名)
19名
11名

⑤クラブ協議会（新旧合同）出欠のご返事ならび
に本年度委員長各位は活動報告書のご提出を
お願いいたします。
⑥福原 哲晃会員の「旭日中綬章」受章を祝う会
出欠ご返事を事務局までお願いいたします。
⑦新旧理事・役員・委員長懇親会の出欠のご返事
を事務局までお願いいたします。

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

敬称を略す

本日の拙い卓話をよろしくお願いします。
中川 政照
本日の卓話者中川会員の話楽しみです。
国際ロータリー財団よりロータリーベネファク
ターの認証状とバッヂを受けました。自祝
橋本 守之
米山功労者メジャードナー自祝
南川 和茂
先日は歓迎会にご参加頂いたみなさま、ありが
とうございました。今後とも宜しくお願いしま
す。
西原 潔
中川会員、卓話楽しみにしております。
髙田 肇
中川会員、卓話楽しみにしております。
寺杣 晃一
中川さん、卓話期待しております。 髙松 貞彦
中川様“世にも不思議な話”楽しみに拝聴させ
て頂きます。
石田 道夫
中川さん 本日の卓話楽しみにしています。
川原 和彦
中川先輩、本日の卓話楽しみにしています。
中村 修
中川さんの卓話楽しみにしています 柳澤 興平
平成30年6月7日

合計金

45,000円

健康ミニ情報
老化現象者に進んで奉仕

平成30年6月6日（水）、献血事業を行いました。
例年通り日本分析化学専門学校において、大阪
赤十字血液センターの協力のもと、同校の生徒
さん、職員先生方多数の方にご協力を頂きまし
た。今回初めて、近隣の住民の方にも事前に告知
し参加を募りました。学生さんは、この春入学の
1年生の希望者が例年よりも多く、たくさんの方
にお越しいただきました。今回も、駐車場をお借
りしての献血バスによる採血で、当日は大雨で
したが、準備もスムーズにいき、予定以上の献血
を行うことができました。また今後は、近隣の企
業（例えば向いのラピーヌ本社等）にもお声がけ
し、献血の参加ご協力を頂けるよう努力すれば、
まだまだ伸びしろはあると、血液センターの方
にご提案頂きました。今回の結果は、献血受付者
81名 内採血者73名といつもよりかなり多い結
果となり、たくさんの生徒さん、先生方にご協力
を頂き、また近隣の一般の方数名にも採血頂き
無事成功裏に終了いたしました。

老齢者の特質をよく理解し、うさんがらずにお世
話してあげたいものです。
１体温は一般的に低めで手足が冷え、寒がり、鼻
水を流す。２心臓が老衰すると不整脈になりがち。
３尿の回数が増える。４便秘がちになり、チョッ
トの刺激で下痢しやすくなる。５夜遅くまで目覚
めていて、朝は早く起き、昼居眠りをする。６昔
のことはよく覚えているが、最近のことは忘れが
ち、時間的、場所的に混乱し勘違いする。７引っ
込み思案になり、外に出たがらない。８昔のから
に閉じこもりがちになる。９昔の経験にこだわり
強情で非協力的となる。１０老化現象に多い病気、
高血圧、脳卒中、心臓病、がん、肝臓病、腎臓病、
糖尿病、心臓病がある、症状、予防、応急処置な
どについて、心がけておきましょう。
結び はじめは４名の委員会でスタートしました
が委員長が他界、高齢で１名退会、残る２名も健
康委員ではありますが、病院通いの中で、やっと
幕を閉じることが出来ました。
どうか皆さんのより一層のご健康を心からお祈
りします。（健康委員会）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
和風茸スープ、生姜風味
ポークフィレ肉の一口カツ、味噌カツソース、
ポテトサラダ、トマト、胡瓜、コールスロー
緑茶のムース、シトラスゼリー添え
コーヒー又は、紅茶
胡桃入りソフトブレッドとバター

日も風も星も

東京世田谷ＲＣ
作詞 楠 本 憲 吉
東京世田谷ＲＣ
作曲 古 関 裕 而

「マイプロフィールと
“世にも不思議な話”」
中川 政照 会員
25才の時に青年会議所に入会しました。入会
審査の面接官は寺杣幹事の父上 伊左衛門さん
でした。
開口一番 中川君へ 暇と金はあるか？
ロータリーの新入会員インフォメーションの時
も寺杣伊左衛門さんでした。衣斐さんとの出会
いは、入会してすぐにアマチュアハムの講習会
で車の鍵を車に閉じ込めたのを、まるで手品の
ようにドアを開けて頂いて以来です。
初めてのお見合いを衣斐さんの紹介で同行す
る際に、初めて胆石の激痛に見まわれ、お見合い

をキャンセルし、45年間持っていた胆石を今年3
月に摘出手術を受けました。衣斐さんのご紹介
の家内との結納の品も衣斐さんご夫婦自ら私の
実家から先方の家までお届け頂きました。今年
で73才になりますが、その内の48年間は衣斐さん
にお世話になっています。私の仕事は宝飾品の
輸入、製造、卸です。25才から5年間、香港支店の
支店長をしていました。その時に宝石の鉱山の
ある所へは、若かったので何処へでも出掛けま
した。古来、文明の発達した所では必ず宝石の鉱
山かマーケットがあります。その時に「 世にも
不思議な物 」に出会いました。
・エーゲ海の水深150mに沈んでいたフェニキアの
船中から、3500年前の素焼きの壺で出来た乾電池
です。キプロスの博物館に展示されています。
・ヨルダン西岸の地中海に沈んでいたフェニキア
の船中から、5000年～6000年前の機械仕掛の計算
機の歯車部分。ベイルートの博物館の片隅にひっ
そりと展示されています。
明治維新の時期、世界の四分の一の植民地を
支配していた英国が簡単に植民地化で来た日本
をしなかったのは
・薩英戦争において貧弱な武器で英国戦艦艦長・
副艦長を戦死させるなど対等に近い戦をし、その
侍魂に感銘を受けたから。
・生麦事件の賠償金として、いとも簡単に多量の
金を支払ったのを見て英国に有利な金融制度に
指導して、平和りに日本の金を搾取しようとして
国連分担金から見た日本
常任理事国( 拒否権・有 )１年間の分担金
中国
1.5％(核保有)
75億円
ロシア 1.2％(核保有)
60億円
英国
5.53％(核保有)
276億円
フランス6.46％(核保有)
323億円
米国 22.00％(核保有) 1,100億円
メンバー国
ドイツ9.76％
488億円
カナダ2.55％
127億円
韓国1.85％
92億円
北朝鮮0.009％(核保有) 4,500万円
日本 20％
1,000億円
日本はその他国連難民高等弁務官事務所等への
献金で1400億円国連に「公平さ」という考えは存
在しない。日本が必死に2400億円を注ぎ込んで、
国連に「平和の幻想」(憲法第9条)を維持してもら
いたいという空しい願望のあがきである。
国連が１度でも日本のために何かしてくれたの
か？

－－社会奉仕活動報告－－

さわ や か な 朝 だ わ れ ら は ロー タ リ ア ン
いつもほほえみ
いつも元気で
さ あ
出 掛 け よ う
日も風も星も ラララ光るよ

☆☆ 先週（6 月 7 日）の卓話 ☆☆

6月7日の出席率
78.00％
４週間前（5月17日）の
メークアップを含む出席率 87.76％
メークアップ実施会員
7名（欠席者13名)

ほがらかな 昼だ わ れ ら は ロー タ リ ア ン
み ん な 楽 し く
み ん な 胸 張 り
さ あ
語 り あ お う
日も風も星も ラララ光るよ

累計金 2,895,000円

）内は会員総数を基準とした値

