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「四つのテスト」

誕生日のお祝い
※今日は会場をいつも和やかに包み込むように
曲を奏でて下さる島末 幸子さんの誕生日です。

お客様紹介 戸張 裕康 会長
◆ 都倉

直子 様（川崎西 RC）

只今、戸張会長から紹介を受けました 都倉 直子
です。川崎西ロータリークラブに初の女性会員とし
て 3 月 24 日に入会式
を受け、入会いたし
ました。ロータリア
ンなりたてのほやほ
やでありますが、ロ
ータックスの時から
お世話頂いている中
原 RC の皆様にご報
告いたしたく、早速
メーキャップにやって参りました。入会の直前に、
あまり予期していなかったのですが、早稲田大学合
格という通知を受けました。３年次編入となります
が、2 年間で卒業できるよう、ロータリーとの 2 足
のワラジになりますが頑張ってみようと思ってい
ます。どうぞ宜しくお願い致します。

会員出席報告
本 日

神谷

会 員 数
出 席
２６名 １８名

前々回(3 月 30 日)欠席 8 名

直

出席・親睦委員

欠 席
８名
Make up 2 名

出 席 率
８１.８２％
90.91 ％

(欠席者) 今井会員、市川会員、坂本会員、高木会員

ニコニコ報告

神谷

直

出席・親睦委員

◆都倉 直子 様（川崎西 RC）
ロータリアンになったばかりですが、これから頑
張ります。宜しくお願い致します。
◆戸張 裕康 会長・都倉 八重子 幹事
本日はコーラスの練習です。宜しくお願い致しま
す。
◆小林 正樹 会員
島末さんいつもお世話になります。いつもすばら
しいメロディーを有難うございます。また、誕生
日おめでとうございます。
◆SAA 一同
30 周年に向けて歌の練習頑張りましょう。
◆親睦委員会一同
「重いコートを脱いで出かけたい」と言いたいと
ころですが、今朝は冷えますねー。どうぞご自愛
ください。

「みんなニコニコ」
高瀬 建夫 会員・若狭 滋則 会員・小泉 正博 会員
島田 叔昌 会員・山本 剛 会員・堤 研二 会員

《直子さんを祝福する島田会員と山本会員》

ニコニコボックス

本日

12,000 円

累計

612,200 円

記念日ニコニコ

本日

0円

累計

105,000 円

《30 周年に向けて》
《川崎中原 RC コーラス部？の 30 周年に向けて》

コーラスのご指導をして下さった 原 伊緒 さん

ロータリーを学ぶ
「四つのテスト」について
Rotary Breeze の初稿「てんびんの詩」も、こ
の「四つのテスト」も主題はいずれも職業奉仕で
あります。チェスレー R・ペリーは“シカゴロー
タリークラブは「友情を深めることと商売を発展
させることの二つを目的として生まれた。この二
つの融和が今日の職業奉仕の萌芽となった。」と
語っております。親睦こそが職業奉仕の生みの親
であり、「ロータリーは親睦に始まり親睦に終わ
る」と言われる由縁であります。
倒産寸前の企業を立て直すために採られた企業
の倫理基準が「四つのテスト」であります。これに
ついては皆さんよくご存知ですからここでは語り
残されたことを補いたいと思います。まず「言行は

これに照らしてから」は原文では Of the things
we think ,say or do; と「言行」の前に考え、
気持ち、心、の大切さを強調しています。つまり
「心、言、行は 四つのテストに照らしてから」
ということなのです。その意味では実践原理とい
うよりも、 精神面を強調した職業奉仕の哲学と
いうことが出来ます。
1. あなたがしようとしていることは“天”に
恥じることのない、真実を生む考えに基づく
ことですか。（虚偽広告はもとより誇大広告
ではありませんか？）
2. あなたがしようとしていることは“大地”
のように真っ平らな、公正な結果を生む考え
に基づくことですか。
（同業者を誹謗したり、
賄賂を行使したり同業者を出し抜いたり、特
別の人だけに特別価格で販売したり、同業者
共存共栄の理念に反することではありませ
んか？）
3. あなたがしようとしていることは、関わりの
ある全ての”人“の信用と友情、喜びを獲得
できる考えに基づくことですか。（商機に応
じて、顧客を泣かすような不適正価格を設定
していませんか？）
4. あなたがしようとしていることは、関わりの
ある全ての人がいろんな意味で”利益“を
得ることが出来る考えに基づくことですか。
つまり”天””地””人“という宇宙を包
含する哲学を、わずか 24 個の英単語で語っ
ているという訳です。おまけに第４の利益、
人の“ポケット（財布）”にまで思い至って
いるというのです。
「四つのテスト」の根幹をなすものは最初の「真
実かどうか」にあります。神の世界では真実は美
しいものですが、人間社会では必ずしも美しいと
は限らないのです。神と人間 の世界の違いであり
ます。したがってこの「四つのテスト」は企業倫
理として適用されても、実生活にまで適用され得
るかは、慎重でなければなりません。 そもそも
人類にとっては、真実は求めても得られないもの
です。人間の脳には bias（傾向、性癖）があるか
らです。また人間の五感にも限界があります。人
類の限界なの です。私たちにできる判断基準は真
実かどうかではなく、正義かどうかではないでし
ょうか。
2680 地区 PDG 久野 薫 様（神戸東 RC）
（ 職 業 分 類 ： 病 院 経 営 ・ 医 師 ）
（2016.07.25）・・・ロータリーの源流より

