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第 2096回例会  平成 30年 9月 3日（月曜日）第 7号  

 

本日の例会 9月 3日（月）    第１例会 

● ソ ン グ 『それでこそロータリー』 

● 卓  話 

● ゲストスピーカー 

『 台日関係過去、現在と展望 』 

台北駐大阪経済文化弁事処 

聰領事 蘇 啓誠(そ けいせい)様 

担当：佐井 義昌会員 

● 本日の献立 軽食カレー 

次回の例会 ９月 10日（月）    第２例会 

『 東輪会合同例会 』 

近大マグロの誕生 

近畿大学水産研究所名誉顧問 熊井 英水様 

前回の例会 ８月 27日（月）    第２例会 

● ビジター 大和高田ＲＣ  世古 千代子様 

大阪南ＲＣ   佐々木 恭一様 

会長挨拶              金子 勝信 会長 

 皆様、こんにちは。 

お盆休みは、いかがお過ごしだったでしょうか。前

半は天候にも恵まれ、良い休日を過ごされたここと

思います。 

 昨日は、青少年交換留学生の歓迎セレモニーと帰

国留学生の報告会が、長居競技場横のユースホステ

ルであり、岩橋青少年奉仕委員長とともに出席して

まいりました。今年、来日した青少年交換留学生は

全部で５人であり、その内訳はフィンランド１名、

フランス１名、アメリカ３名でした。来日後２泊３

日の研修を終えたそうで、みんなで銭湯にもいった

そうです。  

当クラブでお預かりする学生はアメリカ人のガブ

リエル君１５歳です。昨日、会った印象としては､

外見は背が私と同じくらいで、ガッチリした体型

で、性格は少し大人しいタイプのように感じまし

た。 昨日のセレモニーのあと年内は岩橋会員のご

自宅ヘホームステイして、花園高校へ通うとのこと

です。趣味は、フェンシングとサッカーとのことで

こちらでは剣道に興味があるそうです 

当クラブの例会には、９月３日に来ていただける

そうですので、皆様どうぞ暖か＜迎えて頂き、緊張

を解いてあげて頂けたらと期待しております。目標

としましては、留学している間にすべての会員さん

と、親しく会話ができるようになって頂こうと考え

ておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

また、日本から送り出した岩橋会員のご息女映美

さんも日曜日の午前中に無事現地に到着しホストフ

ァミリーと地元のロータリー関係者のお出迎えを受

けたそうです。わたしも２年前に今の岩橋会員と同

じように心配したり、留学生の受け入れに緊張した

ことを思い出し懐かしく思いました。 

幹 事 報 告           尾崎 元幹事 

1.なお 9月 3日に予定しておりました第 3回定例理

事役員会は東輪会準備のため開催せず、後日議案

を配布し、書面決議とさせていただきます。 

2.次週 9月 3日例会終了後、第 2回クラブ協議をシ

ェラトン 5階カトレアの間にて開催いたします。

鈴木慶一ガバナー補佐、加茂次也ガバナー補佐エ

レクトご臨席です。 

出 席 報 告           中村 委員 

本日の会員数 １８名 

本日の出席者数 １４名 

本日の出席規定適用免除会員 ８名 

本日の出席率 ９３．７５％ 

７月２３日の修正出席率  １００.００％ 

浅野光男会員が 8月 14日に宮古島ＲＣの例会に

出席されました。 
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BE THE INSPIRATION 
 インスピレーションになろう 

  2018～2019年度 国際ロータリー会長 バリー・ラシン 
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ニコニコ箱報告       ＳＡＡ 岩橋 竜介 

金子会長 来週は交換留学生のゲイブ君が例会に初

参加します。皆様宜しくお願い致しま

す。 

尾崎幹事 東輪会実行委員会欠席のお詫び。 

細川会員 9月 10日の東輪会もいよいよ差し迫っ

て来ました。会員の皆様、宜しくお願い

致します。私事ですが、10月にセルフ

のＧＡＳステーションが新しくオープン

します。 

卓話          担当 藤原 英夫会員 

【「四つのテスト」について】 
皆さんこんにちは、クラブ研修委員会の藤原でござ

います。今日の卓話は“言行はこれに照らしてか

ら”の四つのテストについて皆さんと勉強したいと

思います。もう皆さんも無意識に口ずさむくらい親

しみをもっておられる四つのテストでありますが、

この現行の四つのテストは 1954年東京クラブの当

時毎日新聞社長 本田親男氏の翻訳されたものであ

りまして、日本人ロータリアンが座右の名として親

しんでいます。それで初めにこの四つのテストをど

のように解釈し感じているか一人二人の会員に聞い

てみたいと思います。日本人らしい精神そのものを

感じます。ところが以前より少し解釈が違うので

は、という意見もあり英語圏の人は日本人のように

感じていないという話もあります。 

それでは、まず、この四つのテストができた背景を

考えてみましょう。 

1929年から始まった世界大恐慌の時期に 1931

年、包装済食品戸別訪問販売の職業分類でシカゴ・

クラブの会員であったハーバート・テーラー

Herbert Taylorは。不況のあおりを受けて、莫大な

借金を抱え倒産の危機に瀕していたクラブ・アルミ

ニウム社の経営を引き受けることになりました。も

しも、会社の再建に失敗すれば、250人の従業員が

仕事を失うことになります。 

彼はこの状況から脱出して、会社を再建するため

には、合理的な指標がどうしても必要だと考えまし

た。従業員が正しい考え方を持って正しい行動をす

れば。会社全体の信用が高まるに違いありません。

社員全体が簡単に憶えられて、自分を取り巻く全て

の人たちに対して、考えたり、言ったり、行動した

りするときに応用できる指標が必要であることに気

づいたのです。社長室の机の前で頭をかかえなが

ら、思い浮かんだ 24語の言葉を書き留めたのがこ

の四つのテストです。 

まず最初に考えなければならないことは、この四

つのテストは、決して事業の倫理基準や商道徳を高

めることを目的に作られたものではなく、倒産の危

機に瀕していた調理器具メーカーを再建させるため

に作られた、極めて現実的な基準だということで

す。すなわち四つのテストというのは、商取引をす

る当事者同士が納得ずくで取引できる基準を示した

ものなので、学校や駅に張り出したりして日常生活

に適用するものではありません。四つのテストはあ

くまでも商取引にのみ適応するように作られた基準

であることを忘れてはなりません。 
 

Four-way test 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 と複数形になるはずです。こ

れが単数形であるのは、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。ロータリーの綱領が object of Rotaryと

単数形であり、四つの項目が渾然となって一つの綱

領を形作っているのと同様です。  
 

Is it the truth？ 真実かどうか 

商取引において、商品の品質、納期、契約条件など

に嘘偽りがないかどうかは、非常に大切な基準で

す。真実というのは人間の心に通じたアナログ的な

判定であるのに対して、事実とはその事実があった

のか、無かったのかの二者択一を迫るデジタル的判

定ですから、ここでは「事実かどうか」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と all concernedという言葉の翻訳に問題があ

ります。fairは公平ではなく公正と訳すべきでしょ

う。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。冒頭に述べたように四つのテストは「商取

引」の基準として定めた文章ですから、この

concerned（関わりのある人、関係する人）は「取

引先」のことを意味することは明白です。従ってこ

のフレーズは「すべての取引先に対して公正か」と

いうことを意味します。 
 

Will it build goodwill and better friendship？  

好意と友情を深めるか 

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、店ののれ

ん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

上げて、取引先を増やすかどうかを問うものです。

「信用を高め、取引先をふやすか」と訳すべきです 
 

Will it be beneficial to all concerned ？  

みんなのためになるかどうか｀ 

beneficialは「儲け」･そのものを表す言葉です。

商取引において適正な利潤を追求することは 

当然なことであり、決して恥ずべきことではありま

せん。ただし。売り手だけが儲かった、また買い手

だけが儲かっ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。「すべての取引先

に利益をもたらすか」と訳すべきでしょう。   

（大阪中央ＲＣ資料引用）             
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