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2016 − 17 年度国際ロータリーのテーマ

青少年奉仕委員会

卓話

青少年指導者養成セミナーを
青少
年指 導者養成 セミ ナーを
受講し て私が学ん だこ と
受講して私が学んだこと

平成２８年 9 月14 日（水）

第38回RYLAセミナー受講生

医療法人財団樹徳会
上ヶ原病院 理学療法士

村田

佳代

様

青少年奉仕委員会

矢野

聡

本誌は、職場や家庭に持ち帰って、皆さんでご一緒にお読み下さい

委員長

◆ Will it build goodwill and better friendship ？＜好意と友情を深めるか＞
四つのテストについて
職業人としてのロータリアンの心構えを、ロータリー
の倫理基準から具体的に記述したものが「ロータリー倫
理訓」だとすれば、それをロータリアンのみならず一般
の職業人にも理解できるように、簡潔かつ的確にまとめ
たものが「四つのテスト」です。

“goodwill” は単なる好意とか善意を表す言葉ではなく、商売上の信用とか評判を表す
と共に、店の暖簾や取引先を表します。すなわちその商取引が店の信用を高めると同
時に、よりよい人間関係を築き上げ、取引先を増やすかどうかを問うものです。
◆ Will it be beneﬁcial to all concerned ？＜みんなのためになるかどうか＞
“Beneﬁt” は「儲け」そのものを表す言葉です。ただし、売り手だけが儲かったり、ま
た買い手だけが得をしたのでは公正な取引とは言えません。その商取引によって、す
べての取引先が適正な利潤を得るかどうかが問題なのです。

ハーバード・テーラーは、倒産に瀕していたクラブ・アルミニウム社の社長に就任し
正しい営業活動を行えば必ず会社が再建できると考え、
「四つのテスト」を示しました。
同社の業績は改善を続け、５年後には借金は完済、１５年後には株主に多額の配当金を
分配するまでになりました。
１９５４年、彼がＲＩ会長に就任したとき、その版権がロータリーに寄付されました。
四つのテストは世界各国の言葉で翻訳され、広く活用されています。
「四つのテスト」の解釈
◆ Four-Way Test

ቋᅡ㈺ⳓ̘
ㅸౡ㈺Ԓഞㅸ

四つのテスト

「事業を繁栄に導くための四通りの基準」ならば、当然 “Four-Way Tests” と複数形にな
ります。これが単数形なのは事業を繁栄に導くためには、四通りの基準を一つずつク
リアーすればいいのではなく、四つ纏めたものを一つの基準として、そのすべてをク
リアーしなければならないことを意味します。
◆ Is it the truth ？＜真実かどうか＞
「嘘偽りがないかどうか」という意味です。真実というのは「８０％の真実」という言
葉が示すように、人間の心を通じたアナログ的判定であるのに対し、真実とは有った
か無かったかの二者択一を迫るデジタル的判定ですから、ここでは「事実」という言
葉を用いるべきでしょう。
◆ Is it fair to all concerned ？＜みんなに公平か＞
“fair” は公平ではなく公正と訳すべきです。公平とは平等分配を意味するので、例え贈
収賄で得た “unfair” 不正なお金でも平等に分ければ、それでよいことになります。
“All concerned” は “All” だけが訳されており、肝心の “concerned” が省略されています。
この “concerned” は取引先をさすのは明白です。従ってこのフレーズは「すべての取
引先に対して公正かどうか」ということを意味します。

■国際奉仕委員会

佐野

栄作委員長

１１月６日（日）
高砂市国際交流協会「ラトローブ・デイ」の案内

幹事報告

第 10 回（ 通 算 １ ７ ０ ２ 回 ）

1. 幹事より
R o t a r i a n ８月号・９月号が届いています。（回覧）

2. 幹事より
ロータリー財団１００周年記念シンポジウム 公共イメージ向上協力金のお願い（回覧）
金額任意です。来週より１０月４日まで協力金を募りますのでよろしくお願いします。

濵田 喜重
本日の卓話は、RYLA ロータリー青少年指
導者養成プログラムを修了された村田佳代
さんです。今後の活躍を期待しています。

坂口 嘉久

志方 正昭・柿木 國夫・西田 光衛
青柳
淳・佐野 栄作・大橋 卓司
花を飾りましょう！

村上 則宏・井野 隆弘
早退させて頂きます。

RYLA 村田佳代様、本日ようこそいらっしゃ
いました。卓話よろしくお願いします。

3. 尼崎中ＲＣより
地区補助金プロジェクト見学訪問のご案内（回覧）
実施クラブ：尼崎中ＲＣ
プロジェクト名：小学生のための防犯カメラ設置と安全講習の実施
実施日時：２０１６年１１月１６日（水）８：４５〜１０：３０

都倉 達殊・田中 伸明・櫻井 宣孝
矢野
聡・藤本 明久・松下 和雄
本日は、RYLA セミナーに参加された村田
佳代様をお迎えしています。
卓話よろしくお願い致します。

4. ローターアクトより
関西四地区交流会のご案内
２０１６年１１月１３日（日）１３：００〜１６：３０
（１２：００ 登録開始）
会場：ラッセホール

例会記録
ソ

ン

グ

出 席 報 告

来訪ロータリアン

2016.9.14（水） 通算 1811 回
「我等の生業」「四つのテスト」「歓迎歌」
８月３１日

会員数４２名 欠席者 ０名
（この内出席免除者 １１名）
９月１４日 会員数４２名 欠席者 ７名
（この内出席免除者 １１名）

脇谷

政孝 会員 （高砂 R.C.）

出席率

100.0％（修正による）

実出席者数 ２９名
出席率 80.00％

クラブ名

変更内容

日

加古川平成ロータリークラブ

休会

明石ロータリークラブ

所

１０月５日（水）→６日（木）１８：３０に変更
３クラブ合同例会のため
於：加古川プラザホテル２Ｆ

合同例会

高砂ロータリークラブ

時・場

１０月１４日（金）
【定款第6条第1節
（c）による】

職場例会

１０月２８日（金）
職場例会
於：三菱日立パワーシステムズ（株）高砂工場

移動例会

１１月１６日（水）→１１月１２日
（土）
東播第１グループＩＭ

家族例会

１２月１４日（水）→１２月１１日（日）
親睦家族例会 於：キャッスル姫路

休会

１２月２８日
（水）
【定款第6条第1節
（c）による】

（注）高砂青松ロータリークラブのホームページにも掲載しています。……ホームページの情報の方が早く把握できます。

◇

プログラム予定 ◇

9 月 24 日（土）

9 月 28 日（水）

10 月 5 日（水）

10 月 12 日（水）

納涼例会

ゲ スト 卓 話

クラブアッセンブリー

休会

【親睦委員会】

（一社）ひょうご若者自立支援センター

ガバナー補佐訪問

【定款第 6 条第 1 節
（c）
による】

マネージャー 王 茂厚氏
昼食メニュー

昼食メニュー

ビーフカレー

海鮮ばらちらし寿し

100 万ドル メニュー

会

長

例会日時
事務局

濵

田

喜

重

毎週水曜日

幹

12：30

高砂商工会議所内

事

坂
例会場

〒 676-0064

口

嘉

久

クラブ会報委員長

青

柳

淳

高砂商工会議所会議室（2F）
高砂市高砂町北本町 1104

電話（079）443-0500

