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第３０３７回例会 ２０１６年２月１８日

週報第３０３７号

頼性と奉仕の心を選んだのです。そして、その育成の指

本日の卓話者ご紹介

有限会社 鍋屋商店

代表取締役

グランドホテル神奈中

針として会社の全従業員が使えるような倫理上の尺度と

升 水 一 義 会員

して作られたのが四つのテストなのです。
テーラーの会社の４人の役員は、それぞれ宗教上の立
場は違いましたが、全員、このテストが、自分の信じる
宗教に合致するだけでなく、会社や個人の生活にも模範
となる価値観を与えてくれると述べたということです。
四つのテストは簡単な言葉ですが、クラブ・アルミニ
ウム社の苦境期の決定を下す基盤となりました。会社の
広告も、このテストに照らし合わせて検討し、最上、極
上などの表現を避け、製品の実際の姿を端的に述べる形

卓 話

に変わりました。ライバル社への非難、悪口は、広告や

【温故知新 ２】

販売促進パンフレットから姿を消しました。従業員は四

「四つのテスト」（The Four Way Test）
有限会社 鍋屋商店
代表取締役

升

水

一

義

つのテストを暗記するよう求められ、仕事のあらゆる面
における指針となりました。その結果、信頼と好意の雰
囲気が、取引先や顧客や従業員の中に育まれ、会社の業
績が次第に好転してきました。５年後の 1937 年までに

ロータリーの哲学を端的の表現し、職業奉仕の理念実

40 万ドルの負債は利子と共に完済され、その後 15 年

行に役立つものとして、四つのテストがあります。この

間で、会社は株主に対して 100 万ドル以上の配当を行

テストは、
シカゴのロータリアンであり、
後にロータリー

い、その資産は 200 万ドル以上にもなったとのことです。

創立 50 周年（1954 ～ 55 年）に国際ロータリー会長

その後、版権をすべて無償でロータリーに寄贈したと

を務めたハーバートＪテーラーが、1932 年の世界大恐

のことです。今日、百か国以上の言葉で翻訳され活用さ

慌の時に考えたもので、商取引の公正さを測る尺度とし

れている。

て、多くのロータリアンに活用されてきました。
彼は、シカゴに本拠を置くジュエル・ティ社の代表役

2007 年の規定審議会で、クラブ定款第 12 条第５節
に理事会の指針となる原則に「四つのテスト」明記された。

員の一人でしたが 1932 年にクラブ・アルミニウム社（調

現行の「四つのテスト」標準邦訳は 1954 年東京ロー

理器具）を破産の危機から救ってほしいと要請され、ク

タリークラブの本田親男氏によるもので、以来日本人

ラブ・アルミニウム社に移り、この会社を再生させる決

ロータリアンの座右の銘となった名訳と言われています。

心をしたのです。大不況の中で、低迷している会社を再

「四つのテスト」は職業倫理基準としてだけではなく、

生させるには、会社の中に他社にない何かを育成しなけ

ロータリアンの私生活を含めた人生全般の行動基準とさ

ればなりません。テーラーはその何かに社員の人格と信

れている。

＜出席報告＞

本 日 2月18日 会員数 63名 対象者 60名 出席者 46(43)名 出席率 73.02％
前々回 1月28日 会員数 61名 対象者 58名 出席者 50(47)名 出席率 81.97％ MUP 1名 計 51名 修正率 83.61％

一度原文で読んでみられたらどうでしょうか

登

ロータリーの先輩に聞いた「四つのテスト」の覚え方

＊原田社会奉仕委員長が出席します。

「しみこみ」よく頭にしみ込ませましょう
（RI「ロータリアン必携」日本語版他参照）

録：２／ 29（月）まで

◎会長エレクトセミナー『PETS』開催のお知らせ
時：３／ 18（金） 10:00 点鐘

日

10:00 ～本会議

＜委員会報告＞
＜委員会報告＞

17:45 ～ 19:15 懇親会

◦クラブ研修セミナー

桐本美智子研修リーダー

【常盤年度研修委員会後期セミナー】開催のお知らせ
日

時：３／ 10（木）18:30 ～ 20:30

場

所：例会場（撫子の間・百合の間）

会

費：２，
０００円

講

師：成瀬正夫副委員長・清水孝一委員

＊当日徴収致します。

場

所：藤沢商工会館ミナパーク６F

＊清水孝一会長エレクト出席します。
◎国際ソロプチミスト平塚よりチャリティーコンサート
のお知らせ
「天満敦子 心の祈りをヴァイオリンに載せて」

入会５年以内の会員を主な対象としておりますが、５

日

時：４／ 10（日） 13:30 開場／ 14:00 開演

年以上在籍のかたにも“今さら聞けないな”や“新会

会

場：平塚市中央公民館

員と親睦を持ちたいな”など思っていらっしゃいまし

チケット代金：３，５００円

たらこの機会に是非ご参加ください。

申込み締切：３／ 15（火）

大ホール

＊クラブでまとめますのでご希望のかたは事務局まで
新会員ご紹介
＜新会員紹介＞
税理士法人湘南
やな

がわ

柳 川

のぶ

お

お申し出ください。

代表社員税理士

信 男 様

＜メークアップ＞
＜メ ー ク ア ッ プ＞

１名

＜本日のスマイル＞
＜本日のスマイル＞

１１名

柏手

茂会員

経歴
昭和 45 年 04 月

税務大学校入校

昭和 46 年 07 月

国税庁税務職として、大蔵事務官に

昭和 46 年 07 月

任官され採用

昭和 49 年 10 月

退官

昭和 49 年 11 月

株式会社

メガネのマキノ入社

昭和 57 年 06 月

株式会社

メガネのマキノ退社

昭和 57 年 09 月

石井会計設立に参加

平成 08 年 08 月

柳川信男税理士事務所開設

平成 24 年 01 月

税理士法人湘南設立

＜卓話・行事予定＞
＜卓話・行事予定＞

昭和 46 年 07 月

代表社員税理士に就任

３月１０日（木） ㈱研進（障がい者就業支援団体）

現在の役職

ト＞

ガンバヤル・ツェルメン君（米山記念奨学生）

＜ビ ジ タ
＜ビジター＞

ー＞

味

づくりプロジェクトについて』
１７日（木） 入会記念卓話

元吉裕員会員

２４日（木） メビオール㈱

代表取締役副社長

ゴルフ・映画鑑賞

＜幹事報告＞
＜幹事報告＞

吉岡

場

所：アイクロス湘南６F

＊清水孝一会長エレクト・高橋賢二副幹事が出席します。
◎薬物乱用防止推進連絡会開催
日

時：３／ 16（水） 14:00 ～ 16:00

場

所：平塚保健福祉事務所３F 大会議室

浩様

３１日（木） 休会（定款による）

◎公共イメージセミナー開催のご案内
時：３／９（水） 14:30 ～ 17:00

出縄貴史様

『どんぐりブラザーズと命の森

湘南計算センター 代表取締役

日

０名

代表取締役

代表社員税理士

株式会社 湘南ビジネスパートナー 代表取締役
趣

２名

島田敬也様（元会員）

税理士法人湘南
有限会社

＜ゲ
ス
＜ゲスト＞

４月

７日（木）→

４／９（土）
春の家族会

大相撲藤沢場所観戦

１４日（木） 通常例会になりました。
（卓話予定）
＜市内例会変更＞
＜市 内 例 会 変 更＞

現在ございません。

クラブ会報委員会
茂 茂 葛西粟野
敬 裕 藤田明嗣
クラブ会報委員会 ◎西村裕子
◎西村裕子 ○北本省三
○北本省三 柏手柏手
葛西 敬 菅原喜幸
藤田明嗣

