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司会   高橋幸一 SAA   会長  前沢弘之副会長   斉唱 奉仕の理想 

 

事務所・例会場 

相模原市緑区中野 1029  津久井商工会館 2F 

TEL 042-780-0201  FAX 042-850-4830 

例会日 毎週木曜日  時間 12：30~13：30 

会 長 井上 旭   幹 事 小山里枝 

【 出席報告者 池田豊文委員 】    

現在会員数 出席対象数 本会出席数 本会欠席数 本会出席率 前回修正出席率 前々回修正出席率 

16 15 12 3 80.00％ 75.00％ 68.75％ 

本日欠席者 杉本会員、具会員、井上会員 

 

どうか、ということを核心として持っている団体

なのだ｣と聞かされたのです。 

プロフェッションと言われる業界の人達という

のは、職業倫理というものを当然肝に命じておか

なければならない事であって、事業を始める時に

叩き込まれるのですが、これを町の文房具屋さん

や水道屋さん、不動産屋さんが真面目に言ってい

るというのが私にとっては非常に衝撃でした。 

商売というのは如何に利益を上げるか、あるい

はお客さんの欲望を如何にかき立てて吸い上げる

かというようなことが根本にあるわけで、私は商

売をやっている人達はそういう風にやっているも

のと思っていました。 

ところが、ロータリーというのはそういう人達

の団体ではなく、四つのテストのような核心があ

るというのを聞いて、それが初めての職業奉仕体

験みたいなものでした。あれから 10 年が経とうと

しています。 

今、私は地区の職業奉仕委員会におりますので、

来年 1 月は職業奉仕月間ということで、2 ヶ所ば

かりパワーポイントを持って卓話に回ります。こ

こでもお話しした、A 助さん、B 子さん、C 太郎

さんの話を交えながらしますが、その中で 1 つ私

が考えたエピソードがあります。C 太郎さんのケ

ースで、ずっとお金儲けに一生懸命で奉仕なんて

ことは全く考えてなかったけれど、これでいいの

かと思って入会した青年実業家です。 

C 太郎さんが四つのテストを学ぶわけですが、

  

 皆さん、こんにちは。市川さん、遠い所大変

ありがとうございます。今日は井上さんがご事

情でお休みですので、また私がピンチヒッター

です。何だかずっとしゃしゃり出ているような

気がして本当は嫌なんですが、私の職業奉仕卓

話シリーズをお話したいと思います。 

 今から約 10 年前、私がこのクラブに入会する

羽目になった時の話ですが、当時、元会員のツ

カさんから「前沢さん、あなたもそろそろロー

タリーに入っていいんじゃないの」と言われ、

その後も会う度に言われていました。私は「と

んでもないですよ」とずっと言っていましたが、

ある日、ツカさんから「大事な話があるから来

るように」と連絡がありました。 

私が出かけて行くと、そこにはツカさん、小

川さん、吉野さんの 3 人がいて、｢ロータリーと

いうのはすごくいいクラブだから、入会するよ

うに｣という話が続き、例会に来ることと会費を

持参する話になりました。 

ロータリーと言われても、どんなものなのか

全然わからず、すぐには決められないと伝える

と、吉野さんがポケットからコピーした紙を出

したのですが、それが｢四つのテスト｣でした。 

｢ロータリーにはこういうものがある。四つのテ

ストと言って、真実かどうか、みんなに公平か、

好意と友情を深めるか、みんなのためになるか 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 前沢弘之副会長 
 



 

 

 

 

 

ゲスト紹介  
     

その後に疑問を感じて、O 先輩に質問をしまし

た。｢私は今、ある仕事を取ろうと思って一生懸

命頑張っています。この仕事を取れると、間違い

なく利益が上がります。もちろんルールに則って

真面目に競争をしているのですが、頑張れば頑張

るほど同業者には嫌われます。その仕事を取った

らそれが世の中のため、社会のためになるかなん

て、全く分かりません。だから〈四つのテスト〉

なんていうものをいちいち気にしていたら、やっ

ていられない。というか〈四つのテスト〉という

のはもしかしたら競争に負けるためのルールな

んじゃないですか。｣ 

 O 先輩は「そうだな、商売というのはそんな生

易しいものじゃないからな。」横で聞いていた Y

会員は「C ちゃん、そこは最も良く奉仕する者、

最もよく報われるだよ。」C 太郎さんは｢普通考え

たら、最も良く奉仕したら最も損するに決まって

るじゃないですか。｣ 

 皆さんだったらこの質問にどう答えますか。 

これは簡単に答えられることではないですよね。 

〈四つのテスト〉というのは、もともとハーバー

ト・テーラーさんという人が、ある倒産しそうな

アルミニウムの会社の立て直しを頼まれ、その倒

産しそうな会社で〈四つのテスト〉を社訓として

会社に浸透させ、従業員達は「真実・公平・みん

なのために」と合言葉を掛けあいながら仕事をし

たそうです。そうしたら会社が立ち直ったとのこ

とで、そこでテーラーさんは自分で考えた〈四つ

のテスト〉を無償でロータリーに提供しました。 

それがロータリーの〈四つのテスト〉として伝え

られているのだそうです。 

〈四つのテスト〉は一般社会で普通に使われるよ

うな言葉ですが、実は商売をやっている中でこそ

意味を持ち、一般社会ではそれほど強い意味を持

たないのです。商売というのは如何に利益を上げ

るか、お客さんの欲望を掻き立てるかということ

に一生懸命になりがちな世界であって、三方よし

の近江商人じゃなく、ベニスの商人のようになり

たくなる場面なのです。にもかかわらず、私達が

奉仕をしようとするのですから、その中では〈四

つのテスト〉みたいな倫理や高潔性などを言わな

ければいけないという事で、職業の中でこそ意味

を持つと思います。 

 真実かどうかと一番最初に出てきますが、私な

んかも仕事をしている中で、事務員さんに「ちょ

っと今忙しいから居ないと言ってくれ」などと 

言ってしまう場合がありますが、そういう事を事

務員さんに言わせるような仕事をしてはいけな

いわけです。 

 そして後半の二つ、「好意と友情を深めるか」

「みんなのためになるかどうか」というのは商売

の中では難しいところであって、C 太郎さんの疑

問に答えるのは簡単ではありませんが、端的に言

うと「共存共栄」の理想みたいなところで、商売

というのは売り手がいて、買い手がいてこそ初め

て成り立つものであって、売り手と買い手が共存

しないと成り立ちません。同業者同士は競争のよ

うに思えるけれど、互いにルール守って助け合え

ば共に栄えることができるんじゃないかという

ことですよね。 

 これは理想論としては正しいけれども、本当に

守ろうとしても簡単にできるものではなく、これ

を完全に守っている人などいないのではないで

しょうか。 

 ただ、私達がロータリアンとして一番良質な部

分というのは、普通だったら誰も考えないような

難問に直面した時にそういう事を考える、また自

分から敢えて難問に直面するところに、ロータリ

アンのロータリアンたる所以があるのではない

かと思います。 

市川恵美子 様  小田原北 RC 

 

 



 

 

 

 

  

  
 

 

                     

 

 

  

 

 

  

 

   

  

                      

   

 

                       

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

  

 

 

 

 

幹事報告 小山里枝幹事 

週報受領 

相模原南 RC 

 

ロータリー関係受領書類 

ガバナー事務所 

 第 2 回地区補助金説明会開催案内 

 ｢クラブを成功に導くリーダーシップ｣会長編 

ガバナー月信 №6 

  

相模原ニューシティ RC 相模原中 RC 

例会変更通知  

 

＜会長幹事会報告＞ 

・ガバナーノミニデクジネート決定、津久井中

央クラブの佐藤祐一郎会員に決定。 

・第 5 グループ義援金の件、現在 134 万円集ま

り、相模原橋本クラブは独自で 110 万円集め

市に寄付。 

・4/5 ポリオ根絶チャリティーコンサートの件 

 ポリオ寄付会員一人当たり＄40 で 1 枚。一

度に＄1,000 以上寄付した方は希望する枚数

を配布する。配布された枚数分は必ず出席

し、空席の無いようにする。1/25 までに各ク

ラブで必要枚数把握確認し、AG に報告。 

・国際大会登録状況は現在 65 名。2780 地区で

は 150 名程度の登録を目標。 

・2019-20 年度第 5 グループ IM は、2 月 22

日（土）14 時~登録 14 時 30 分～17 時 40

分、ホテルセンチュリー相模大野 8 階宴会場 

 ホストクラブは相模原西 RC。 

・12 月 11 日第 5 グループ親睦ゴルフコンペ 

 相模湖カントリークラブにて 12/11 開催。参

加者 75 名。多くの方に参加していただき感

謝している。プレジャーフォレストから入る

道が 12/9 に開通したとの情報あり。 

 

 

 

会員卓話  

池田豊文会員 

 タイ珍道中のご報告をさせて頂きます。飛行機

がビジネスクラスを用意して頂きましたので、空

港のラウンジで食事をしましたが、飛行機に乗っ

たらすぐ機内食が出てきまして、途中台湾で乗り

換えたら、またすぐ食事が出てきてもう食べられ

ない状態でした。 

 タイに着いて夕食を食べましたが、以前ベトナ

ムに旅行した時は食べ物が全然合わず、日本料理

しか食べなかったので、タイの料理は食べられる

か心配でした。でも意外に何でも美味しくて良か

ったです。 

 2 日目、3 日目と観光をしましたが、その前か

ら水野さんが体調不良になり、何とか頑張って観

光をしていた感じでした。 

 今回初めて象に乗るという体験をしました。小

川さんと水野さんが最初に乗り、私はちょっと嫌

だったのですが、なかなかできる体験ではないと

思い、田畑さんと一緒に乗りました。私達の乗っ

た象は牙が長く、ちょっと乱暴でバタバタしてい

ました。途中で池に入り、象が鼻で水を吸って、

その水をビシャッとかけられるのですが、田畑さ

んには少ししかかけず、私の方だけ大量に 3 回も

かけられました。 

 帰る時には水野さんの具合が本当に悪くなり、

病院に行きましが、診察を受けてホテルに戻って

きた水野さんはいつもの元気な状態になっていて

驚きました。 

 旅行中に「社長が旅行に行くと仕事が増える」

という話を皆さんとしていました。私は市役所の

仕事に入札をかけてまして、10 年位一度もくじに

当たってないのに、なぜか旅行中に当たり落札し

てしまったのです。水野さんも仕事が忙しくなっ

たそうですし、旅行はたくさん行った方がいいな

と思いました。 

思いました。 

 



 

 

スマイル報告 池田豊文委員 

 

会 水野 茂委員長 

 

津久井中央 RC 

前沢弘之会員  池田さん、タイ珍道中、おもしろおかしく、ありがとうございました。 

小山里枝会員  次回は年次総会になります。よろしくお願いします。 

        きょうはあったかいですね。フトコロもそうなると良いです。有馬～～ですねぇ～ 

小川洋一会員  タイから帰国して良い事が続きます。特に仕事の受注が増えてます。水野さん、池

田さんも同様だと言ってました。タイの寺院にしんしにお参りしたおかげでしょう

か。沼崎さん、田畑さんはどうでしょうか？ 

高橋幸一会員  第 5 グループコンペ、お疲れ様でした。来年の幹事と相模湖カントリー開催が決定

しました。ご協力宜しくお願いします。明日はグリーンクラブで初卓話です。頑張

ってきます。 

山﨑和彦会員  市川さん、ようこそ。今日は暖かく、過ごしやすいですね。今年もあと少し、元気

に頑張りましょう。 

沼崎善充会員  地区ゴルフ、団体のブービー賞おめでとうございました！昨夜は大学の忘年会で、

学生には 55 才で通用しました。嬉しかったです。バンコクの珍道中も無事に終り

楽しかったです。今年もあと少しですね～。良いお年をお迎え下さい。 

田畑和久会員  昨日、5 グループゴルフコンペで 12 位飛賞、ニアピン、誕生日祝をいただきまし 

        ので、スマイルします。 

水野 茂会員  病院でつかれたのでスマイルします。 

佐藤祐一郎会員 市川さん、遠いところ、ようこそいらっしゃいました。昨日の第 5 グループゴルフ

会で団体ブービー。次年度のゴルフ会幹事くらぶをひきよせてしまいました。 

        ごめんなさい。 

池田豊文会員  先週から体の調子があまり良くなかったので、しばらく晩酌を控えていました。 

今日は成田で買ったウィスキーで晩酌できそうです。仕事もいそがしくなりました

ので！ 

                  

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


