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第１９０３回例会       令和４年４月１３日(水) 

例会場  アルカーサル迎賓館 川越 

  

【 開 会 点 鐘 】 １２：３０ 齊藤大祐会長 

【 開      会 】      SAA 登坂一彦君 

【 お客様紹介 】            齊藤大祐会長 

   
地区青少年奉仕委員会統括委員長 中島洋志 様 

地区青少年委員会ライラ・アクト委員会委員長 

中村幹也 様 

４７期青少年交換派遣生     坂上もも 様 

 

【 誕 生 祝 い 】            市川大委員長 

   
     鴨下三夫君 木村武志君 

     松崎春代様 横山 博様 森治あや様 

 

【 会 長 の時 間 】            齊藤大祐会長 

本日の会長の時間は、別の話しをと思いましたが、先

日、四つのテスト新しい解釈を知り現在の世界情勢や

世界的な経済情勢に接し、経営や生活に不安をお持

ちの方も多いと思いましたので今回ご紹介させていた

だきます。1つの指針と受け止めて頂き、今後の活動

に生かして頂ければと思います。ふさわしくない表現 

 

 

 

 

 

 

は勝手ながら削除させて頂きました。ご了承いただけ

ればと思います。 

四つのテスト新しい解釈 

1929年から始まった世界大恐慌の時期に、ロータリア

ンがなしとげた大きな業績の一つに、四つのテストの

制定があります。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。 

現行の「四つのテスト」は、東京クラブの本田親男氏の

翻訳によるもので、1954年以来、日本人ロータリアンが

座右の銘として親しんだ名訳ですが、その一方で、ハ

ーバート・テーラーがこのフレーズを作った意図が完全

に翻訳に反映されているか否かについて、疑義を抱い

ている人も多いようです。 

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。商取引はシビアなものですから、それを厳密

に判定する基準が必要ですが、一般の生活に夢や希

望を与えるためにつくささやかな嘘は、人生の潤滑油
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TSURUGASHIMA ROTARY CLUB 
として必要不可欠なものなのです。 

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、四つの項目が渾然一体となって、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、「80%の真実」という言葉が示すように、人

間の心を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 

Benefit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 

以上となります。 

1つの考え指針として受け止めて頂き、活動や経営に

生かして頂ければと思います。 

【 幹 事 報 告 】           齊藤大祐会長 

１． ２０２２-２３年度地区代表委員就任 

「ロータリーの友」地区代表委員 

 齊藤勇司会員 

【 委員会報告 】 

   

【 出 席 報 告 】       菊田真忠委員長 

◎ ニコニコ 

❃ お世話になります。           中村幹也様 

❃ 本日は、中島様、中村様。坂上もも様卓話有難う

ございます。大変感謝申し上げます。小林未来様

本日はようこそお越しくださいました。齊藤大祐君 

❃ 地区の青少年委員会の皆様卓話有難うございま

す。      内野麒一君渡辺道雄君 中嶌清君 

 清水良一君 松崎峰夫君 山根義法君 

岸田喜好君 齊藤勇司君 鴨下三夫君  

宮前典子君 山中基充君 横山明美君  

西澤克己君 登坂一彦君 菊田真忠君  

市川大君 向井宏倫君 

❃ 本日は宜しくお願い申し上げます。  齊藤芳久君 

 

【 卓 話 】      

４７期青少年交換派遣生     坂上もも 様 

  
 

【 閉 会 点 鐘 】 １３：３０     齊藤大祐会長 

 

 

 

会員数 出席者 
出席 

免除者 

免除 

出席者 
出席率 

修正

率 

28名 22名 2名  2名 78%  

事務所：鶴ヶ島市商工会館内 

鶴ヶ島市鶴ヶ丘 855    TEL049-271-6600 

          FAX049-271- 6610 

例会場：アルカーサル迎賓館川越 
川越市鯨井新田４－１１  ＴＥＬ049-231-7777 

   E-mail:tsurugashima.rc@ah.wakwak.com 

ホームページＵＲＬ http://tsurugashima-rc.jp 

例会日時：水曜日 12：30～13：30 

http://tsurugashima-rc.jp/

