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幹 事 報 告

会 長 あ い さ つ
2021-22 年度会長

坪井

大雄

新年明けましておめでとうございま
す。本年もよろしくお願いいたします。
年末からの大雪にオミクロン株の感染
拡大と厳しい年明けとなりましたが、過
剰反応することなく、ルールを守り正しく対策をとりな
がら、クラブ運営にあたっていきたいと思います。
今年度後半は、理事会議事録にも掲載されているとお
り、例会開催はもとより各委員会で多くの事業が予定さ
れています。今後のオミクロン株の感染動向によっては、
地区や分区行事も含め変更等もあるかとは思いますが、
会員の皆様には、引き続きご協力ご参加よろしくお願い
いたします。
福島ロータリークラブ

Facebook ページ

https://www.facebook.com/fukushimarotary/

本日のプログラム

2021-22 年度

Rotary Club of Fukushima WEEKLY REPORT

第21 回例会

vol.

国際ロータリー第 2530 地区

2021-22 年度副幹事

ロータリーソング「奉仕の理想」

泰子

●福島北 RC、25 日（火）の例会は理事会
承認休会となっております。
●本日、下期会費請求案内を配布してお
ります。早めのご納入をお願いいたし
ます。
● 1/22（土）開催予定でした地区後期委員会総会は、2/5
（土）オンライン開催に変更になりました。
● 1/30（日）地区米山奨学生終了式はオンライン開催に
変更、加藤義朋会員が出席されます。
● 2/26･27 に開催の RYLA 研修会は 26 日のみのオンラ
イン研修会に変更になりました。当クラブからは伊藤
雄治会員事業所のみずほ銀行福島支店より 2 名の出席
を予定しております。
●本日 18 時より開催を予定しておりました「青少年奉仕
委員会」は新型コロナウイルス感染症の感染拡大が懸念
されていることから中止とさせていただきます。
● 1 月ロータリーレートは 1 ドル 115 円となりますので
お知らせいたします。

職業奉仕月間にちなんで

国歌斉唱

渡辺

新田 良一

職業奉仕委員会委員長

阿久津 肇

パストガバナー

RLI 修了バッチ伝達
相良元章 会長エレクト

ソングリーダー 菅沼 裕 会員

｢四つのテスト｣ 唱和

渡邊又夫 会員

土屋牧雄会員 お祝い（記念品、花束贈呈）

各委員会報告

■例会小委員会
ニコニコ BOX 担当

鈴木朋恵 委員

1 月誕生お祝い
ロータリー米山記念奨学会 伝達
第51回米山功労者メジャードナー表彰
加藤義朋 会員

■公共イメージ委員会
｢友｣ 1 月号紹介

半沢治久 委員
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本日のプ ロ グ ラ ム
■職業奉仕月間にちなんで

四つのテストをひもとく
職業奉仕委員会委員長

新田 良一 会員

職業奉仕委員長の新田です。今日は阿久津先生の前座
を務めさせていただきます。
福島ロータリクラブに入会して 4 年目に入りました。
今までは転勤族と呼ばれ、地元の方々と仲良くなれれば
よいと軽く考えていました。今回職業奉仕委員長を拝命
して、職業奉仕とは何なのかと考えるようになりました。
今回も阿久津先生から、最初に君が 4 つのテストに関し
て話しなさいと言われ、私は何が理解できていないかを
自分自身整理してみようと思いました。
インターネットでロータリー百科事典を見てみると、
「ロータリアンは日常の職業活動を通して、職場の従業
員、取引先の人たちやその関係者、そして地域社会の人
たちの模範となり、生きる力の根源である道徳的能力を
向上させることに努める」とあります。
さらに 超入門職業奉仕の入り口（村井総一郎氏第 2762
地区）では、職業奉仕と社会奉仕の違いが小学生にもわか
るように書かれていました。パン屋さんの場合、老人が
食べやすく、くちどけの良いパンを開発して販売した場
合は職業奉仕で、そのパンを老人クラブに無償で提供し
た場合は、社会奉仕です。また、タクシーの場合、雨の中
大きな荷物を持った客に対して、傘をさしかけ、荷物を
持ってあげたのは職業奉仕で、年金暮らしの近所のおば
あさんを、休日に無料で病院に連れて行ってあげたのは
社会奉仕です。
そして 4 つのテストは、ハーバート J. テーラーが倒産し
かけていた「クラブ・アルミニューム社」の再建を図ると
きに考案したものだそうです。4 人の信仰する宗教が異な
る部長に、自分の信じている宗教の教義や理念に反する
ものはないかを確認した上で、賛同してもらったとのこ
とです。4 つのテストは職業上の取引や労務管理など企業
運営上の確認なのです。これをいきなり、人生の岐路に
立った時に使おうとすると、その矛盾点が出てくると述
べています。
「はじめに 四つのテストの由来」
今から 60 年以上も前の大恐慌のさなか、一人のロータリアンが
4 項目からなる簡明な倫理指針を考案しました。この指針は、窮地
にあった彼の会社を救うのに役立ったのです。この指針が表現し
ていた内容や信条はまた、ほかの多くの人たちに対しても、倫理的
羅針盤を提供することになりました。やがて、国際ロータリーに
よって採用され、広く知れ渡ることになったこの四つのテストは、
今日では、ロータリーの基本理念の一つとなっています。今世紀
におけるロータリーの最も素晴らしい声明の一つとなりました。
「四つのテストの創案者」
この四つのテストの創案者であるハーバート J. テーラーは、や
り手で卓越したセールスマンであり、人の上に立つ人物でした。ま
た、テーラーは行動家で、信仰心が厚く、道義を重んじる人物でし
た。1893 年に米国ミシガン州に生まれた彼は、イリノイ州エバン
ストンのノースウエスタン大学を苦学の末、卒業しました。卒業後
は、YMCA および英国陸軍福祉機関の任務で渡仏し、第１次世界
大戦では米国海軍の補給部隊員として従軍しました。その後保険 ･
不動産 ･ 石油リース仲介業を始め、成功を収めたテーラーは、シカ
ゴロータリークラブの会員となりました。
「時代背景 1930 年大恐慌の頃」
1932 年、ジュエル ･ ティー社の次期社長候補であったテーラー
は、破産寸前状態にあったシカゴのクラブ ･ アルミニウム社の再
建を依頼されました。調理器具メーカーの同社は、総資産額を 40
万ドル以上上回る負債を抱え、倒産の瀬戸際にありましたが、彼
はこの難事業を引き受け、危機に瀕した同社に自らの運命を託し
ました。彼は、ジュエル社を辞め、これまでの給与の 8 割減という
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収入でクラブ ･ アルミニウム社の社長に就任しました。しかもそ
のうえ、運営資金に充てるため、自己資金 6,100 ドルを同社に投
資したそうです。
「始まりはモラル向上の方法として」
倒産寸前の会社にあって、社員の勤労意識も落ち込み再建への
取り組みには苦労していました。後にテーラーはこう言ってます。
「この状況に立たされた我々が勝ち抜くための方法として、道徳
的・倫理的に強くならなければならないことを説得した。私はそ
れがまさしく大きなことと知っていたし、もしも従業員に正しく
考えさせることができれば、彼らは正しい行動をするに違いない
と思った。会社の誰もが覚えられて取引先に対して、我々が考え
たり、言ったり、行動したりする時に応用できる、ある種の道徳な
指標が必要だった」
。
このようにして「言行はこれに照らしてから」の四つのテストが
生まれたのです。
「24 語の言葉を道徳的指標に」
この「四つのテスト」を商取引の基本方針とし、従業員一人ひと
りに至るまで周知徹底、意識改革を断行した結果、5 年で負債を返
済し、次の 15 年で 100 万ドル以上の株式配当を支払うことがで
きた上に、会社の純資産は 750 万ドルに達したそうです。四つの
テスト Four-Way Test は、Four と Way の間にハイフンが入って
いるので「四辻」の意味があり、また Test が単数なので、四つの項
目をまとめて一つの基準として考えるとされています。テーラー
は「四辻に来た時、どちらの道が行くべき正しい道か」をこのテス
トで自分自身に問い、行動すべきと言っています。
それでは改めて四つのテストを見ていきます。
「真実かどうか」― 真実は不変であり、時代を超越するものです。
真実は正義なくしては存在し得ません。嘘偽りがないか、考えて
みてください。
「みんなに公平か」― 顔を突き合わせてとは言わないまでも、腕
を伸ばせば届くような所で、激しくやり合うビジネス手法に代わ
り公平さを取り入れたビジネスは、お互いの関係を傷つけるより
も、その関係向上に役立ってきました。全ての取引先に対して公
明正大かと問いてみてください。
「好意と友情を深めるか」― 人は生まれながらにして、他者と協
力して生きていく存在であり愛情を示すことは生来備わっている
本能です。その取引が店の信用を高めるとともに、より良い人間
関係を築くことができるかを考えてみてください。
「みんなのためになるかどうか」― この項目は、食うか食われ
るかを原則とする無慈悲な競争を排除するものであり、それに代
わって建設的で創造的な競争を導入するものです。その商取引に
よって全ての取引先が利益を得られるかと問い直してみてもよい
かと思います。
「四つのテストをより深く解釈し、正しい道を」
最終的なテストは実際に行動することにあります。四つのテス
トを価値ある目標を追い求める際の指標とし、正しい道はどの道
かを考え、実践していただければと思います。

日本でも江戸時代からの近江商人の 3 方良しの考え方、
多くの名経営者が掲げる「道徳と経済の両立」の代表とし
て、渋沢栄一の「論語と算盤」
、松下幸之助の「社会貢献が
使命、その報酬が利益」などが有名です。さらに市場原理
の「見えざる手」で有名な国富論を書いたアダムスミス
も、市場で何をしてもよいとは言っていません。
「道徳感
情論」の中で市場というシステムへの参加資格、つまり社
会における人間のあるべき姿を丁寧に説明しています。
古典経済学ではありますが、スミスは人間に必要な共同
体を維持、発展させるには、自分勝手な振る舞い、利己主
義を抑制しなければ市場が機能しないと言っています。
私はテレビ局に勤めていますが、報道機関としての責
任と企業としての経済活動など、矛盾することを両立さ
せなくてはなりません。若いころに諸先輩から学んだマ
スコミの使命や経済活動を思い出し、さらに深く理解す
るうえで、今回の機会はとても有意義だったと感じてい
ます。また今後、若い従業員との研修や教育にも役立て
ていきたいと思っています。
ご清聴ありがとうございました。

全く新しい革命

■職業奉仕月間にちなんで

「最もよく奉仕するもの 最も多く報い
られる」というシェルドンの理論は、この言
1959-60 年度
葉の持つ多種多様の含蓄と共に、当時のビ
ハロルド T. トーマス
ジネスの世界にとって、全く新しい革命的
（ニュージーランド・
オークランド RC）
なものであった。それは新しい考え方への、
全く新しい見通しを展開したのであった。あたかも、よろい戸を閉めた窓
が開け放れて日の光が眺めると同じように。
」

アーサー F. シェルドンと
職業奉仕
阿久津 肇 パストガバナー

・1868 年 5 月 1 日 ミシガン州バーノンで生まれる ドイツ系アメリカ人
同年にポール・ハリスと米山梅吉 出生
・ミシガン大学経営学部 修士課程卒業
・1902 年
シカゴ市にシェルドン・ビジネススクール設立
・1908 年 1 月
シカゴ・クラブ入会（同時にチェスレー・ペリー入会）
・1908 年 2 月
シカゴクラブ情報拡大委員長に任命
・1910 年 8 月
第 1 回全米ロータリークラブ大会
He profits most who serves best 発表
・1930 年
シカゴクラブ退会
・1935 年 12月21 日 テキサス州ミッションで死亡（67 才）
神の摂理によるとしか思えないほど偶然に、この三
人は良い時に、良いところにいたのである。
この三人とは
哲学者 ポール・ハリス
革命家 アーサー・シェルドン
および 管理者 チェスレー・ペリーである。
ハロルド・トーマス（1959-60 年度 RI 会長）
［ロータリー・モザイク］
「ロータリーが他の奉仕団体と大きく異なる点は職業奉仕であり、職業
奉仕を理解するためには、その根底にあるアーサー F. シェルドンの思考を
理解しなければなりません。
2001 年の夏、エバンストンの One Rotary Center を尋ねた際にシェルド
ンの資料を探した結果、1910 年第 1 回と 1911 年第 2 回全米ロータリークラ
ブ連合会年次大会議事録の中から、シェルドンのスピーチ原稿を見つける
ことができました。
」
田中毅 著 「詳説 アーサー F. シェルドン」
第 1 回 全米ロータリークラブ連合大会
1910年8月15ー17日 シカゴ コングレスホテル
シェルドンは、どんな手段を講
じようとも、富を得た者が成功者
として持て囃された 19 世紀の利己
的な経営手法を批判すると共に、
単に自分だけが儲けようとする商
売から脱して、顧客と満足感を共
有し、相互の信用を築くことを力説した。
20 世紀の企業を成功に導く方法は、利益を他人とシェアするサービス学
を遵守することとし、その理念を端的に表す言葉として、
「He profits most
who serves his fellows best 仲間たちに最もよく奉仕する者 最も多く
報いられる」というモットーを発表した。
最もよく奉仕する者 最も多く報いられる
He profits most who serves best
シェルドンは、過酷な経営状況のもと次から次に出
店してはつぶれていく多くの企業の中でも、業績を持
続的に伸ばしている幾つかの店があることに注目し
た。そして彼らに共通した営業姿勢 ：適正な価格と品
質、豊富な品揃え、誠実な接客態度、虚偽や誇大のない
広告、商品に対する十分な知識、アフターケアなどを
［Service］と定義した。
適正な品質と価格／顧客への気配り／豊富な品揃え／
虚偽のない公正な広告／確かな商品知識／アフターフォロー
Service 奉仕⇒満足感⇒信用⇒
One profits most who serves best
最もよく奉仕するもの 最も多く報いられる（ロータリー公式標語）

Service とは
アーサー F. シェルドンは、
「
［Service］という単語そのものについて余り
にも多くの意味をもった言葉なので、一言で云い表すことは不可能である
と前置きして、Service を受ける立場から得られるものは「満足感」である」
と述べている。
田中 毅 「ロータリーの源流」
［Service］通信、交通、電力などの公益事業：官公庁業務
（医師、弁護士など）
：専門職 （機械など）点検：兵役、軍務
［奉仕］
（広辞苑）
謹んで仕える 献身的に国家、社会のために尽くす 客のために安価で売ること
The term“Usefulness”is less pretentious and
probably more suitable than“Service”
役に立つ

Paul p. Harris

ビジネスの心理の中には、次のような原則がある。順番にそれを列挙す
れば最初に挙げられるのは奉仕、次いで結果として得られる信用、結果と
して得られる好意的な配慮、興味、欲望、行動です。

老 舗 しにせ
『老舗』
先祖代々から続いている店。またこれによって得られた顧客の信用、愛顧。
（広辞苑）
日本には、100 年以上続く老舗が 10 万社ある世界屈指の老舗大国である。
例えば、お隣の韓国では俗に「三代続く店はない」と言われる通り、100 年
続いている店や企業は一つもない。
これら多くの老舗は、
「儲かる」か「役に立つか」の二者択一を迫られる
と、一貫して「役に立つ」を選び、それを［社訓］や［社是］として受け継い
できた。
（読売新聞）
道徳観

ロータリーは、宗教でもなければ宗教に代わる何かでもな
い。それは、ただ古くからある道徳観を現代生活とりわけ職業
生活において実践しようとするものである。
ポール P. ハリス

職業奉仕理念
ロータリーは創設当初より、事業と専門職務における高潔性を土台とす
る理念を築いてきた。ロータリアンは、職業奉仕に献身し、すべての取引
において高い倫理基準を守るよう尽力する。これらのことは、
［ロータリー
の目的］
［中核的価値観］
（奉仕、親睦、多様性、高潔性、リーダーシップ）
［四
つのテスト］および［ロータリアンの行動規範］で要約され、世界各地で活
動するロータリアンによって実行されている。
ロータリアンの行動規範 ロータリー章典 8.030.2.
ロータリアンとして、私は以下のように行動する
1. 個人として、また事業において高潔さと高い倫理基準をもって行動する。
2. 取引の全てにおいて公正に努め、相手とその職業に対し尊重の念をもっ
て行動する。
3. 自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特別なニーズを抱え
る人びとを助け、地域社会や世界中の人びとの生活の質を高める。
4. ロータリーや他のロータリアンの評判を落とすような言動は避ける。
5. ロータリーの会合・行事および活動において、ハラスメントのない環境
を維持することを支持し、ハラスメントの疑いがあれば報告し、ハラス
メントを報告した人への報復が起こらないよう確認する。
2019 年 1 月
「ロータリー道徳律
（The Code of Ethics 全分野の職業人を対象とする倫理律）
」
1915 年、
「職
業奉仕に関する声明」1987 年、
「ロータリアンの職業宣言」1989 年、
「ロータリアンの行動規
範」2011 年

Rotary Trademark

2002-03 年度
ビチャイ・ラクタル
（タイ・トンブリ RC）

高い倫理基準

私たちは皆、ロータリーを際立たせるも
のは何か ?
ロータリーを他とは違うものにするのは
何か ? 知っています。
それは、職業奉仕です。私にとりまして、
これがロータリーの Trademark（商標、特
徴）です。
高い倫理基準を保持している職業奉仕を
失うならば、ロータリーは地域の単なる奉
仕団体に成り下がる。

1991-92 年度
ラジェンドラ K. サブー
（インド・チャンディガー RC）

ロータリーの樹 2008
ロータリーの樹に「水と栄養」を送る「根」は、クラ
ブ奉仕です。
「根」から吸収された「水と栄養」即ち「奉
仕の理念」は、ロータリーの根幹と言われる職業奉仕
の「幹」に入り、
「幹」の中にある「奉仕の理想」という
導管を通って社会奉仕、国際奉仕という枝や葉に届
き、そしてロータリー財団という花を咲かせます。
元 RI 理事 渡辺好政
日本の「職業奉仕」論と国際ロータリーが推奨する「職業奉仕」は、
内容が異なる。
「職業奉仕」という言葉で世界のロータリーは、奉仕
部門の一つとして職業奉仕の活動を語り、一方日本のロータリアン
は、
「奉仕の理念」の職業への適用や自分自身の職業観を語っている。
本田博己（第 2840 地区 PG）
「日本ロータリー 100 年史」
最近の国際ロータリーの提唱する Service Activity Action
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RLI 修了バッチ伝達

ロータリー米山記念奨学会伝達

私のひと言
㈱後藤歯科商店 代表取締役社長

後藤忠久 会員

相良元章 会長エレクト

■第 51 回米山功労者
メジャードナー表彰
加藤義朋 会員

1 月誕生お祝い おめでとうございます
●土屋

敦雄 会員

●五阿弥

宏安 会員

●小林

仁一 会員

●矢野

武臣 会員

●金子

與志人 会員

昭和 21 年 1 月 13 日
昭和 31 年 1 月 16 日

皆さんは、歯科医院での治療と言うと「虫歯治療」の
イメージが強いと思います。しかし、お口の健康が全身
の健康に関わっていることをご存知でしょうか。
最近では、お口の状態が健康な人は、コロナに感染し
にくいとも言われています。また、歯周病は、糖尿病や
心臓疾患に大きな影響を与えているとも言われていま
す。高齢者で寝たきりの状態の方が、口腔内を治療して
きちんと物を食べれるようになったら回復したという
事例も報告されています。
お口は、体の健康ための入口です。体の健康を保つた
めに是非、歯科医院での定期健診を受けられることをお
勧めします。

昭和 32 年 1 月 27 日

結婚お祝い

昭和 33 年 1 月 15 日
昭和 42 年 1 月 2 日

■記念品・花束贈呈
土屋牧雄 会員
土屋 香 様

ロ ー タ リ ー の 友 1 月 号
●特集 職業奉仕月間
コロナ禍における私の職業奉仕 P7-13（横書き）
このコロナの災禍に最もしわ寄せが行くのは、立場の
弱い人たちです。在留外国人、学生、そして言葉を発する
ことさえできないペットに心を寄せ、職業を通じて奉仕
を実践する 3 人の方が、直面する問題と、
「ロータリアン
にできること」について語られています。

例 会 プ ロ グ ラ ム の ご 案 内

●表紙について
「脇見運転はしないで!」 P40（横書き）
ドライブしている虎くん。自分と同じ模様のサイン
バーに目を奪われています。
“Keep your eyes the road”車
を運転するときに脇見はいけませんが、人生は少しくら
い脇見をしないと味気ないですね（笑）
。

■ 2 月 3 日（木）
13：00 〜「クーラクーリアンテ サンパレス」
【ガバナー補佐クラブ訪問
RI 第 2530 地区県北第一分区ガバナー補佐

佐藤 宗弘 様

会員スピーチ

● PICK OUT PROJECT P21（横書き）

内池醸造㈱ 代表取締役会長 内池 浩 会員
＊2 月誕生祝い ＊ ｢四つのテスト唱和｣

「生理の貧困」にロータリアンも立ち上げる

男女共生センターへ生理用品を支援

■ 2 月 10 日（木） 祝日の週のため休会

第 2530 地区県北第一分区 7 クラブ

ニコニコBOX報告

［報告］ 鈴木朋恵 委員

〈メッセージ会員〉
〇加藤 弘樹 会員
阿久津パストガバナーの講演を楽しみにしております。
〇加藤 義朋 会員
阿久津パストガバナーのスピーチを楽しみに、第 51 回米山
功労者メジャードナー表彰に感謝します。
〇五阿弥 宏安 会員
誕生日を祝っていただきありがとうございます。オミクロ
ン株はコロナ禍の「終わりの始まり」と思っています。出口は
もうすぐと思いましょう。
〇相良 元章 会員
2620 地区（静岡・山梨）で RLI を卒業させて頂きました。オ
ンラインでたくさんの友人ができました。
〇櫻井 英樹 会員
1 月お誕生日の皆さん、おめでとうございます。今年が良い
1 年になるよう、お祈り申し上げます。
〇茂田 士郎会員
大雪とコロナ禍で自宅に引きこもり状態でしたが久し振り
で市街地に出て来ました。太陽の光は有難いものですね。
〇土屋 牧雄 会員
結婚しました！
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本日の投入額39件

〇長谷部 一雄 会員
明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしく
お願い申し上げます。
〇横山 淳 会員
2022 年、壬寅、新しく生まれ成長するという意味の今年、一
年宜しくお願いいたします。
〇渡邊 又夫 会員
1 月 13 日予定の「古希の会（仮称）」は残念ながら延期となり
ました。
〇坪井 大雄 会長
明けましておめでとうございます。本年度後半もよろしく
お願いいたします。
〇他に／安藤健次郎／伊藤雄治／今井理基夫／内池 浩／大
槻美恵子／岡田新也／荻野誠也／小原 敏／小原孝嗣／管野
裕一／坂本壮敏／佐々木高敏／佐藤英典／清水太郎／白岩
康夫／菅沼 裕／鈴木朋恵／高田博樹／田沼紀美子／丹治正
博／二階堂宏樹／畠山良平／半沢治久／藤井 守／村上守人
／藪 政勝／吉田大樹／渡辺泰子

