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四つのテスト その由来をひもとく
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今こそ必要なのは倫理的誠実さ
1930年代に誕生して以来、60年以上の歳月が過ぎ去ったこの現代社会では、ある人たちが批判する
ように、四つのテストは、その有効性を喪失してしまっているのでしょうか？
それとも、変化のテンポの速いこの時代においても、事業や専門職に携わる人たちの指針として機
能するに足る洗練さを保持しているのでしょうか？
真実かどうか―真実は不変であり、時代を超越するものです。真実は正義なくしては存在し得ませ
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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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みんなに公平か―顔を突き合わせてとは言わないまでも、腕を伸ばせば届くような所で、激しくや
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☆☆ 今日のプログラム ☆☆

関係向上に役立ってきました。
示すことは生来備わっている本能です。
みんなのためになるかどうか―この項目は、食うか食われるかを原則とする無慈悲な競争を排除
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「 会 長 挨 拶 」

話

橋本

するものであり、それに代わって建設的で創造的な競争を導入するものです。
四つのテストは国家という枠を超えたものであり、国境や言葉の障壁を超越するものです。そこに
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ロータリー親睦活動月間

り合うビジネス手法に代わり公平さを取り入れたビジネスは、お互いの関係を傷つけるよりも、その
好意と友情を深めるか―人は生まれながらにして、他者と協力して生きていく存在であり愛情を

2017-2018年度国際ロータリーテーマ

守之 会長

４）７月度定例理事会（新旧合同）

次週（７月５日）のお知らせ
１）例 会 （2433回）
２）国旗およびロータリー旗に礼
３）ソング
君が代・奉仕の理想
４）卓 話 「会長・副会長・幹事・
理事・役員就任挨拶」
髙田 肇会長 ほか

は、政治や独断や特定の信条は介在しません。一つの倫理規範としての存在以上である四つのテスト
は、いかなる形であれ、人生を成功に導くための要素を含み持っています。それは今日の社会でも有
効性を保持し、かつ実効性のあるものなのです。
最終的なテストは、実際に行動することにあります。著名な心理学者であるウィリアム･ジェーム
ズ（1842～1910年）は、「真実が意味するところの究極的なテストは、それが指示あるいは示唆する
行動である」と、言っています。今日のロータリーの中核には、倫理的卓越性を使命とする四つのテ
ストが存在します。人類は、共に繁栄することができるのです。現代のビジネスは、誠実かつ信頼の
おけるものであり得るのです。人々は、お互いを信じ合うようになれるものなのです。

『この一年を顧みて』

1977年のサンフランシスコ国際大会で、米国の取引改善協会（不正広告の排除など商道徳の改善を
目指す実業家･生産者の団体）のジェームズ Ｓ.フィッシュ氏は、次のように語っています。「競争
を原理とする企業経営システムが存続するためには、厳格な倫理規範という枠組みが必要です。実際
のところ、資本主義制度の全体構造そのものが、信頼というものに大きく依存しています。つまり、
ビジネスに携わるすべての人たちは、お互い同士だけでなく、大衆や消費者や株主や従業員とも、公
平かつ誠実に対応するという信頼関係に依存しているのです」。
現代社会が今いちばん必要としているものは倫理的誠実さであると言ってもいいでしょう。四つ
のテストは、人々が価値ある目標を追い求める際の指針として活用できます。その目標とは、友人を
探し選び、その友人関係を維持すること、周りの人たちと友好関係を築くこと、幸福な家庭生活をつ
くりあげること、高い倫理的･道徳的基準を設定し身につけること、自ら選択した事業や専門職で成
功を収めること、より良き市民となり、次の世代にとっての良き手本となること、といったことです。
簡潔さの中に多くが語られ、感動的なまでに力強く、実のある成果を必ずもたらすこの四つのテス
トは、緊張と混乱と不確実性に満ちたこの世界のただ中に、清新で明るさにあふれた未来展望を与え
てくれるのです。
ー完ー

会長
橋本 守之
本日6月21日(木)は、本年度(2017年～2018年)
の最終例会を迎えることとなりました。6月30日
までが会長職としての任期ですが、クラブ定款
細則により6月28日(木)が休会日となっておりま
すので、実質本日が最後となりました。 本年度
は、当クラブの大きな筋目である記念すべき創
立50周年にあたり、対・内外的にも50周年記念事
業を成功させることが最大の目標でもありまし
た。また、クラブとしての基本的な四大奉仕事業
(職業奉仕・社会奉仕・青少年奉仕・国際奉仕・
SAA)の活動が例年通り、滞りなくすべてが実践さ
れましたのも、理事・役員の皆様及びサポートし
て下さいました会員の皆様、事務局の皆様のご
協力によるものと心より感謝申し上げます。本
当に有難うございました。 2017年7月から、クラ
ブとして新しく選出されました理事役員をはじ
め各委員長や委員のご協力のもとに、次の通り
事業を行いました。

2017.07.28 災害義捐金(平成29年7月5日九州北部
の豪雨被害)に50,000円拠出
2017.09.03 吉野宮野滝野外小学校で青少年功績
賞授与式を実施し17名の青少年活動
リーダーを表彰
2017.09.30 自由の森なるかわで青少年功績賞授
与式を実施し12名の青少年活動リー
ダーを表彰
2017.10.19 職業奉仕賞授与式開催 自衛隊4名
警察署2名 消防署 2名の計8名を表彰
2017.11.02 大阪天満宮にて創立50周年記念例会
を実施 国旗掲揚台を奉納
2017.10.19 中之島ロータリークラブホストによ
る三クラブ合同社会奉仕事業開催
太閤園にて水上隣保館児童によるエ
イサーの鑑賞、
並びに衣装太鼓の寄贈
2017.10.26 次年度理事役員・次々年度会長指名委
員会開催
2017.11.30 年次総会 次年度理事・役員選挙
2017.12.06 創立50周年海外来賓(台湾、タイロー
タリーご家族含む57名)ウエルカムパ
ーティーをリーガロイヤルホテルで
開催
2017.12.07 創立50周年記念式典並びに祝賀会を
ヒルトン大阪にて開催国内外総勢192名
2017.12.14 社会奉仕事業で献血事業に協力(日本
分析化学専門学校にて実施)

☆☆ 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
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

54名
37名(49名)
19名
12名

6月14日の出席率
75.51％
４週間前（5月24日）の
メークアップを含む出席率 88.24％
メークアップ実施会員
1名（欠席者7名)
たっての大きな励みとなりました。彼は、50周年
記念事業に特別な熱い思いを持っておりました。
その彼が自分の運命を悟った時、郡 悦清会員に
自分が出来ない分を貴方にお願いしたい、橋本会
長の良き相談相手としてサポートしてほしいと
託されました。その郡さんが、彼の手紙を読んだ
時、パラパラと涙を流されたこと、今でも忘れま
せん。私がその時見た郡さんの涙は、本当に美し
い涙でした。私達ロータリアンは、四つのテスト
にあるように、好意と友情、真実、皆仲間である
ことの意識を持ち続ければ、人生は本当に豊かで
楽しいものであると思います。入会歴35年の私
は、クラブの重鎮である川本大先輩にご指導いた
だき、また衣斐さんはじめ数多くの友人達に恵ま
れ、大変幸せでした。世代が変わり、次年度は、
髙田 肇会長のもとに、次の55年…60年と当クラ
ブが益々発展することを祈念し、私の最後の挨拶
とさせていただきます。ありがとうございまし
た。
「1年間を終えて」
幹事 寺杣 晃一
クラブ創立50週年という節目に幹事を拝命し
貴重な経験をさせて頂きました事に感謝致しま
す。至らぬ点も多くご心配をおかけ致しました
が、関係各位、皆様のご支援とご協力を賜り、無
事終了する事が出来そうです。感謝の1年でし
た。
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先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

☆☆

幹 事 報 告

☆☆ に こ に こ 箱 ☆☆

今井 浩

平尾 彰彦

井戸 幹雄

川原 和彦

郡 悦清

中村 健輔

中村 修

仲西 良浩

髙田 肇

田邉 三郎

梅本 知秀

山本 喬一

柳澤 興平
（以上敬称略）

☆☆ クラブ協議会（新旧合同）☆☆
6月14日（木）例会に引き続き13：10から新旧
合同のクラブ協議会が開催されました。
2017－18年度各委員長の活動報告の発表と201819年度委員長への引継ぎが行われました。

♪大阪天満橋ローターアクトクラブ♪
7月第1例会のお知らせ
日 時：7月11日（水）19：30～20:45
内 容：所信表明…会員の意気込み報告と
各委員会のターゲット発表
場 所：大阪キャッスルホテル 3F 錦城閣
登録料：8,000円
登録先：幹事 松久 曜子
mail：tenmabashi@2660rac.org
登録締切：7月8日（日）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
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累計金 2,944,000円

坂本 一民

メークアップを含む１年間皆出席

早乙 女が

49,000円

橋本 守之

寺杣 晃一

敬称を略す

南川会員に大変お世話になりました 永田 秀次
先週の卓話、副SAAの立場を忘れて5分以上長く
スピーチし申し訳ございません。深く反省し、
今後二度とないように致します。 中川 政照
先日は川本先輩はじめ衣斐・中川両会員には大
変お世話になりました。
坂本 一民
6ヵ月ホームクラブ皆出席自祝
西原 潔
6ヵ月ホームクラブ皆出席自祝
梅本 和秀
在籍40ヵ年自祝
髙松 貞彦
41ヵ年在籍表彰を自祝して
坂本 一民
結婚記念日自祝。きれいなお花をありがとうご
ざいます。
阪本 宗久
橋本会長、美しいお花有難うございました。結
婚記念日自祝
西浦 司
誕生日自祝
溝手 悟
本日は本年度最後のクラブ協議会です。理事役
員の皆様、ご苦労様でした。
橋本 守之
合計金

ホームクラブ１年間皆出席

☆☆

①本日13：10～当例会場において
「クラブ協議会
（新旧合同）」を開催いたします。会員各位の
多数のご参加をお願いいたします。クラブ協
議会資料は全会員ポストに配布させて頂いて
おります。なお、報告書を事前にご提出頂きま
した本年度各委員長へはテーブルに配布して
おりますのでご確認のうえ、加筆・訂正がござ
いましたら事務局までお申しで下さい。
②スマイルキャンプのご案内が届いておりま
す。詳細につきましては掲示板をご覧くださ
い。
③福原 哲晃会員の「旭日中綬章」受章を祝う会
の出欠のご返事をお願いいたします。
④次週例会終了後7月度定例理事会（新旧合同）
が開催されます。本日ご案内をお配りしてい
ますので関係各位よろしくお願いいたしま
す。
⑤6月18日（月）18：00より「ガスビル食堂」にて
「新旧理事・役員・委員長懇親会」が開催され
ます。関係各位宜しくお願いいたします。
⑥6月18日（月）ガバナー事務所でのクラブ情報
入力説明会に事務局員出席の為、
14：00から事
務局は不在となります。
⑦次週6月21日が最終例会となります。
次々週6月
28日（木）は定款により休会にさせて頂きま
す。尚、事務局もお休みさせていただきます。

平成30年6月14日

☆☆ 2017-18 年度 年間皆出席表彰 ☆☆

夏は来ぬ

本日の例会は、本年度最終のクラブ協議会(新
旧合同)が開催されます。本会議に先立って、井
戸 幹夫創立５０周年記念事業実行委員長より、
５０周年記念事業の経緯についての説明と挨拶
があります。その後、在本 茂５０周年記念事業
実行委員会・財務会計委員長から会員の皆様に
決算報告をして頂きます。尚、当決算について
は、前回の６月度理事会に於いて承認されてお
ります事を申し添えておきます。本年度各委員
会委員長より、２０１７年～２０１８年度事業
及び活動報告をしていただくと共に、新旧委員
長の引継ぎをしていただくよう、お願い申し上
げます。公益財団法人ロータリー米山奨学会よ
り、当クラブに対し第５９回米山功労クラブ感
謝状が届いております。また、RIデーターサービ
ス部からは、２０１８年７月１日以前に入会し
た新会員ならびに退会会員は、２０１８年～２
０１９年度クラブ役員を２０１８年７月１日ま

でに報告するよう要請が来ております。
提出された書類によってデーターが利用さ
れ、２０１８年～２０１９年度のクラブ請求書
が作成されますので、慎重且つ正確なデーター
を作成することが肝要と思います。

玉苗（たまなえ）植うる

2017.12.25 児童院クリスマス会に訪問
2018.01.11 新年初例会をヒルトン大阪にて開催
2018.02.22 三世代クラブ合同例会(太閤園)の実
施 会員36名出席
2018.02.27 信太山青少年野外活動センターで青
少年功績賞授与式を実施36名の青少
年活動リーダーを表彰
2018.03.01 大阪天満宮にて観梅の会を開催
2018.03.02 災害義捐金(平成30年2月6日 台湾東
部地震)に100,000円拠出
2018.03.10 台湾陽明扶輪社創立41周年式典へ会
員ご家族他23名が出席
2018.05.12 児童院訪問事業(バーべキューパー
ティー等)の実施
2018.05.16 社会奉仕事業として北区老人クラブ
連合会傘下の老人クラブ会員100名を
天満天神繁盛亭の寄席に招待
2018.05.19 春の家族会(バーベキューパーティ
－) を中之島ノクターンにて開催
2018.06.06 社会奉仕事業で献血事業に協力(日本
分析化学専門学校にて実施)
2018.06.14 年間皆出席表彰及びホームクラブ年
間皆出席表彰を実施
以上が本年１年間のクラブの運営ならびに奉仕
事業と活動状況でした。
2016年10月に50周年記念事業計画事業実行委
員会が、石田会長(2016年～2017年度)のもとに設
置され、井戸幹雄実行委員長が選任されました。
直ちに夫々の事業部会が立ち上がり、各部会長が
精力的に周年事業に向けての取り組みが始まり
ました。特筆すべきは、予算の決定に夫々が大変
苦労しながら、私が会長(2017年～2018年度)に就
任後も、予算尊守に努力し、また在本実行委員会
財務会計委員長も予算に対して厳しく取り組ん
でいただいたことです。そのおかげで、各部会長
が事業の成功と諸費用の無駄をなくすことが出
来、成功へと導いていただきました。記念品の選
定、司会者のタイムスケジュール、式典部分、祝
宴部分についても見事な捌き振りに、多くの来賓
から賛辞を頂戴致しました。井戸実行委員長はじ
め実行委員会のメンバーのみならず、全ての会員
の皆様方及び事務局の皆様の尽力のお陰により、
50周年記念事業が成功したのだと確信しました。
改めまして心より御礼申し上げます。 最後にな
りますが、50周年記念事業を計画中に故人となら
れました小寺 一矢会員の思いが、私を勇気づけ
てくれたことは、この1年間の会長を務めるにあ

）内は会員総数を基準とした値

