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第 1245回例会
が、ロータリーもこのテストを取り入れるべきだと提

今日は、
「四つのテスト」についてお話します。私は 案し、RI 理事会は 1943 年 1 月に承認、
「四つのテスト」
今回調べるまで、日本人が作ったのだと思っていまし を職業奉仕プログラムの一つの構成要素としました。
た。「四つのテスト」はシカゴ RC のハーバート･J･
テ その目標とは、友人を探し選び、その友人関係を維持
ーラーが、1932 年の世界大恐慌の時に考えたもので、 する事、周りの人達と友好関係を築く事、幸福な家庭
商取引の公正さを測る尺度として、以後、多くのロー 生活を作り上げる事、高い倫理的・道徳的基準を設定
タリアンに活用されてきました。彼は、シカゴに本拠 し身に付ける事、自ら選択した事業や専門職で成功を
をおくジュエル・ティー株式会社の代表役員で、次期 収める事、より良き市民となり、次の世代にとっての
社長のポストを約束されていましたが、1932 年にクラ 良き手本となる事、といった事です。簡潔さの中に多
ブ・アルミニウム製品株式会社を破産の危機から救っ くが語られ、感動的に力強く、実のある成果を必ず齎
てほしいと打診されました。40 万ドル(当時)
の負債を すこの「四つのテスト」は、緊張と混乱と不確実性に
抱えている会社に、自分の給料の 8 割減でクラブ・ア 満ちたこの世界に、清新で明るさに溢れた未来展望を
ルミニウム社に移り、この会社を再生させる決心をし 与えてくれます。「四つテスト」は、ロータリーにとっ
ました。大不況の中で、低迷している会社を再生させ て最も大事な事で、今日では四大奉仕部門の全てにお
る為に、倫理規定を作ろうと、100 文字から成る文を ける不可欠な要素として認識されています。
作りましたが、中々覚えられないので、簡略化し 7 つ
の項目に絞り、更に絞ったのが「四つのテスト」です。 ・新会員の集い（会員増強･維持セミナー）の案内
社員の人格･
信頼性･
奉仕の心を育成する事が優先と考

12／7（土）14～20 時 ミナパーク 会費：5,000 円

え、全従業員が使える倫理上の尺度として考えました。

出席対象：入会 3 年目迄の会員、会員候補者

当時の顧問弁護士にこの話をすると「こんなことをし
ていたら、ビジネスは成り立たない。直ぐ倒産する。」

クラブ会長、会員増強委員長
登録・送金期限：11／1（金）

と、言われたそうです。或るとき、調理器具 5 万点の ・IAC 年次大会登録のお願い
注文が取れるかもしれないと販売部長から話がありま

11／23（土）10～15 時 弥栄高校 登録料：3,000 円

した。幹部の人達は、この機会を逃す事なく、商談成

登録･送金期限：10／18（金）

立を望みましたが、一つ問題点がありました。販売部 ・会長幹事会の案内 10／15（火）18：30 敦煌酒楼
長によると、注文主である業者は商品を値引きして販 ・相模原柴胡 RC、例会場変更のお知らせ
売したいと言うのです。
「これでは、これまで我が社の

11／11（月）より、星が丘會館（とん平閉店の為）

製品を地道に宣伝し販促してきてくれたディーラーに 例会変更

※ビジター受付＝クラブ事務局 ※受付無

対して不公平となります。」というのが販売部長の意見

10／10（木）相模原※

でした。結局、この注文は断る事になりましたが、逆

10／15（火）大和

に誠実さが伝わり、信頼を得る事となり、業績が上が

10／17（木）津久井中央

りました。1937 年までに、同社の負債は完済、その後

10／18（金）相模原グリーン※

の 15 年間、株主に対して 100 万ドル以上もの配当が

10／21（月）相模原東※

支払われ、同社の純資産は 200 万 ドル以上に達しまし

10／22（火）相模原南

た。1942 年、当時の RI 理事のリチャード・ベナー氏 週報受領

10 月は『米山月間』です。
地区目標
20,000 円／1 人
ご協力お願いします！

相模原柴胡※
相模原中※

相模原グリーン 相模原柴胡

相模原橋本

付くものです。我々の様な少数クラブでは、経験年数
今日は、米山奨学会に絡めながら、ロー に関わらず突然重責を担う事がありますが、一つの機
タリーのよもやま話をしようと思います。 会と捉え、勉強しロータリアンとして成長できると思
先日、読売新聞に「海狼」閉店の記事が掲 っています。少々真面目に対応した為、その後、地区
載されていました。葉山の中国料理店で、4 では増強委員、職業奉仕委員、社会奉仕委員、地区幹
代目店主･故山本淳正氏（逗子 RC／1993～1994 年度 事等も経験しました。RYLA（ロータリー青少年指導者
地区ガバナー）は、芥川賞を受賞した石原慎太郎の小 養成プログラム）担当時には委員長に指名され、困惑
説「太陽の季節」のモデルの１人であり、石原裕次郎 しましたが、諸先輩をはじめ周囲の方々に助けられま
とも親交を深め、後に交友秘話を本に纏めています。 した。ロータリーはリーダシップを取れる人がいれば、
私も 2 度程訪れたことがあり、寂しさを覚えました。 組織として動くもので、いざと言う時の協力姿勢はロ
私が米山奨学会について知ったのは、先ず入会して ータリーの素晴らしさだと実感しました。ある時期、
寄付金の 2 万円を支払ったことにより、ロータリーク 忙しさで委員会にも殆ど出席できずにいたら、以後、
ラブでは、世界中を対象にしたロータリー財団の慈善 地区に呼ばれることは無くなりました。皆さんは、2
事業の寄付金の他に、日本独自でアジア地域出身の留 万円の寄付金の根拠をご存知ですか？単純に言うと、1
学生の援助をしていると教わりました。東京 RC の初 人の奨学生に最低 200 万円（年間）が掛かる計算です。
代会長・米山梅吉氏（1868 年東京生まれ、1872 年静 つまり、我々ロータリアン 100 人分の寄付によって賄
岡･三島に移る。父親の死後、米山家の養子となり 20 える訳です。それと、はっきりと把握している訳では
歳で渡米。8 年後帰国し三井銀行入行。1920 年東京

ありませんが、70～80 億円の基金の運用により、多い

RC 創立し初代会長。1926 年 RI 理事就任。1928 年第 時は年間 1,000 人の米山奨学生の面倒を見てきた訳で

70 地区初代ガバナーに就任。1946 年 4 月 28 日没） すが、最近は 7～800 人の様です。米山奨学会にはカウ
の遺徳を偲んで、また、第二次世界大戦で迷惑を掛け ンセラー制度があり、その他関心を持って頂けるロー
た東南アジアの国々の学生を対象にした奨学事業とし タリアンのご尽力によって成り立っています。これか
て、東京 RC が立ち上げたと先輩ロータリアンから伺 らの日本にとって、アジアは経済・外交共に大変重要
いました。現在では、諸般の事情により、ロータリー な地域です。アジアの若者を中心に、多くの実績を残
米山記念奨学事業として、日本で学ぶ外国人留学生に した米山奨学事業は、今後も意義あるロータリー活動
奨学金を支給し支援する、
「他地区合同奉仕事業」とさ になると思います。彼らが祖国に帰り、日本での学び
れています。私は委員会に所属したこともなく、寄付 や経験を生かし、各分野で活躍し、日本との懸け橋に
金を納付すること以外、米山奨学会との関わりは殆ど なってくれることが、米山奨学会の喜びでもあります。
ありませんでしたが、2 回程、米山奨学記念館を大野
RC の皆さんと訪問したことがあります。最初は旧館
の木造の記念館の時、2 回目は新築されたばかりの新
館が出来た頃でした。ロータリーの凄い所は、そんな
私に突然地区委員の依頼があって、更に地区協議会で
のサブリーダーの役割が回って来る所です。2006－7
年度のガバナー･西田隆さんからの指名でした。それも
部門はなんと「米山奨学部門」でした。大変焦り、資
料を取り寄せ勉強もそれなりにしましたが、諸先輩の
お陰で、各 RC の委員長さん方の前で、蘊蓄を傾ける
事が出来、米山のエキスパートの様な演技が出来まし

スマイル報告
布野一喬

会長

今年度累計

￥74,100

妻の誕生日祝のお花、有難うございま

した。
齋藤美希子

幹事

先週は、結婚記念日のお祝いを有難

うございました。お陰様で夫婦仲良くやっております。
座間勇

会員／中丸剛

会員／大谷豊 会員

北九

州豪雨災害義援金のためにスマイルします。

今後の予定
10／23（水）クラブ協議会 【クラブの今後について】
10／30（水）クラブ協議会 【クラブの今後について】
11／6（水）イニシエーション･スピーチ／判治君代会員

出 席 報 告 た。切羽詰まって覚えたことは身に 11／13（水）外部卓話／「消費税について」齋藤厚様
会員数

免除者

出席者

欠席者

他 RC メイク

その他 R 活動

本日の出席率

14 名

2名

9名

3名

1名

4名

75.00 ％

