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2019 年 1 月 29 日（晴れ）第 28 回例会

点
鐘
五味渕会長
司
会
副ＳＡＡ 秋元会員
◇ロータリーソング「それでこそロータリー」
◇本日のランチ
小付 刺身 サーモンピカタ サラダ添え
香の物 味噌汁 御飯 デザート

ビジター紹介

会員数 123 名

列席 90 名

出席率 71.17%

◇ＩＭキャラバン
宇都宮陽東ＲＣ
ガバナー補佐 橋本正行様
本日は、私の他に名村会員、小花会員とと
もに、ＩＭの出席のお願いに参りました。

稲見副会長

◇来訪ロータリアン
５名（３クラブ） 累計 26,505 名
栃木ＲＣ
阿部幸夫 様（卓話講師）
（第 2550 地区職業奉仕委員会 委員長）
栃木南ＲＣ
片柳 均 様
宇都宮陽東ＲＣ
橋本正行様
（第 2550 地区第３グループＢガバナー補佐）
宇都宮陽東ＲＣ 名村史絵 様 小花伸子 様
◇宇商マーキュリーインターアクトクラブ
顧問 水本賢吾様 前田様
マーキュリーメンバー 会長 北畑美愉様、
幹事 横田様、齋藤様 会計 佐々木様
会長挨拶
五味渕会長
皆さん、こんにちは。昨夜、サッカーのアジ
アカップの準決勝をご覧になった方もいると思
います。日本が３－０で勝ち、カタールとＵＡ
Ｅの試合で勝った方と２月１日に決勝だそうで
す。ところで、宇都宮は昨年 12 月 18 日から降水
量が０だそうで、乾燥注意報が出ています。先
日の日曜日、今市と石那田の間で下草を焼いて
いて、街中では見られない光景でしたが、火災
も注意しなければなりません。今月は職業奉仕
月間です。阿部職業奉仕委員長の卓話がござい
ます。他にもお客さまがお見えになっておりま
すが、最後までよろしくお願い申し上げまして
挨拶と致します。

－名村史絵様からＩＭについて説明―
日 時 2019 年２月 23 日（土）
午後３時 30 分登録開始 午後４時点鐘
場 所 宇都宮グランドホテル
※ 10 クラブ会長の卓話、寸劇
懇親会 午後６時 40 分～
※子育て支援の応援団「歌う海賊団！」アトラ
クション

幹事報告

手塚幹事

◇陽東ＲＣの皆様がＩＭの宣伝キャラバンにお越
しいただいております。ＩＭに御出席下さい。
◇地区よりクラブ満足度アンケート調査の依頼が
参りました。来週の例会時に配布し、例会終了
時に回収させていただきます。ご協力を。
◇㈱クマヒラ「抜粋のつづり」レターＢＯＸに配付。
◇インフルエンザ予防としてマスクの着用、手洗
い、うがいの励行を。体調に変化がある時は至
急医療機関での受診を。

委員会報告
◇青少年奉仕委員会・インターアクト委員会

小林（正）委員長
前期の活動報告と後期の活動予定を北畑美愉会
長から発表していただきます。

・７／９（月）クラブの目的や活動内容の確認
・８／19（日）第22回ｲﾝﾀｰｱｸﾄ年次大会参加
・９／３（月）留学体験講話に向けての準備
・９／25（火）留学体験講話（小石川里緒さん）
・10／１（月）あしなが学生募金についての勉強会
・10／20（土）あしなが学生募金（ＪＲ宇都宮駅）
・11／５（月）コンタクトレンズの空ケースリサ
イクルの準備
・11／12（月）台湾についての勉強会
講師：宇都宮東ＲＣ 小林正明様
・12／３（月）清掃活動についての計画等
・12／17（月）学校内清掃活動
・１／15（火）役員改選の通達と台湾研修の募集
について
・１／29（火）役員改選
２月 今後の活動についてと新年度（新入生勧
誘）に向けての準備等
３月 足尾植樹に向けての勉強会等

卓

話

「職業奉仕について～職業奉仕は難しいのか」
第 2550 地区職業奉仕委員長 阿部幸夫様



本日はよろしくお願いいたします。まず、自己
紹介ですが、仕事はダスキンのフランチャイズ加
盟店を栃木でさせていただいており、宇都宮の簗
瀬にも営業所を持っています。今年度の 11 月か
ら委員長になり、委員会歴は３年目です。本日は、
委員会で学んだことを皆様にお伝え出来ればと思
います。先週、職業奉仕セミナーを護国会館で行
ない、敦賀ＲＣの刀根先生に来ていただいたので
すが、非常にわかりやすく、その話を抜粋しなが
ら「職業奉仕は難しいのか」というタイトルで、
何で難しいと言われるのかをテーマにしながらお
話を進めさせていただきたいと思います。
まず、一つ目の理由ですが、職業奉仕という言
葉自体がおかしいのではないかと、個人的に思っ
ています。職業は自分達の仕事のことで、自己の
ことですが、奉仕は相手のある利他のことなので、

職業と奉仕は相反する言葉が言葉になっています。
完全にロータリー用語であり、辞書には載ってい
ません。二つ目の理由は、ロータリアンの方々は
基本的に経営者の方が多く、それぞれの理念や信
念を持って会社の経営にあたってらっしゃると思
います。それぞれの方の考え方とロータリーの職
業奉仕とは、という話が、途中からグチャグチャ
になってしまい、余計にわかりづらくなってしま
うのではないかと思っています。三つ目は、ロー
タリーとしての職業奉仕の考え方が、長いロータ
リーの歴史の中で、何度も変わっており、それ
がより理解を難しくさせているのではないかと
思っています。最近では、2013 年の手続要覧に
は「職業奉仕は、事業および専門職務の道徳的水
準を高め、品位ある業務はすべて尊重されるべき
であるという認識を深め、あらゆる職業に携わる
中で奉仕の理念を実践していくという目的を持つ
ものである。会員は、ロータリーの理念に従って
自分自身を律し、事業を行う。」と書いてありま
すが、2016 年の最新版の手続要覧には追加の項
目があり「そして自己の職業上の手腕を社会の問
題やニーズに役立てるために、クラブが開発した
プロジェクトに応えることが含まれる。」となっ
ています。個人だけではなく、クラブとしても職
業奉仕のプロジェクトを行って欲しいとあります。
日本では今でも職業奉仕は会員個人の責務であっ
て、倫理道徳向上運動、職業をするための倫理の
問題だとされています。ＲＩでは職業奉仕はクラ
ブと個人の両方の責務なので、もちろん倫理上の
ことは大切だけれども、職業ボランティアとして
もやってください、と言っております。職業奉仕
が難しい主な原因は、三つ目の理由で、日本と世
界の認識の違いにあるような気がしますので、詳
しくお話させていただきたいと思います。
ロータリーに最初に職業奉仕の話を持ちこんだ
のはアーサー・フレデリック・シェルドンです。
初期のロータリーの指導的人物で、ポール・ハリ
スと一緒にシカゴＲＣで活躍されていた方です。
当時の 1900 年代前半のアメリカは非常に職業モ
ラルが低く、殺伐とした中で仕事がされていまし
た。そうした中でシェルドンは、正しいビジネス
の有り方を唱えてビジネススクールを経営されて
いました。そこで教えていたことは、店が発展す
るためにはサービスが重要である、具体的に言う
と、高い品質、適正な価格、接客態度、豊富な品
ぞろえ、公正な広告、商品知識、アフターサービ
スで、当時はシェルドンの唱えたビジネスメッソ
ドは非常に受けたと聞いております。そのサービ
スの理念をロータリーにも持ち込み「最もよく奉
仕するもの、最も多く報われる」と表して、これ
は 1911 年の年次大会で決議され、ロータリー標
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語として認められています。その後、シェルドン
に影響された後輩達が、職業人のための「ロータ
リー道徳律」を作り、1915 年に正式承認されて
います。シェルドンらが提唱したのは、正しいビ
ジネスメッソドの実践と高い倫理基準の普及、と
いうことで、ロータリーの中に職業奉仕の考えが
広まっていきます。
その後、1927 年に四大奉仕部門という概念が確
立され、初めて職業奉仕“Vocational Service”
という言葉が出ます。さらに 1931 年にＲＩの目
標設定プランの中で、「職業奉仕はそれぞれの職
業を通してロータリアン個人による奉仕の理念の
実践」と書かれました。奉仕の理念を自らの職業
の中で実践していくことが職業奉仕であると、こ
の時点で明確に確立したことになっています。こ
の考え方はさらに進み、ハーバード・テーラー
が「四つのテスト」を持ちこみます。テーラーは
1932 年に潰れそうな会社を経営者として任され、
立て直しをしますが、この時に、働いている人の
雰囲気、倫理基準が低いことに気が付き、皆の気
持をひとつにさせるための倫理上の尺度が必要と
いうことで、四つのテストを考えました。「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どうか」です。も
ともとはテーラーが自分の会社で使っていた言葉
でしたが、職業奉仕をより促進する手段として、
よりわかりやすい考え方として、理事会で承認さ
れています。テーラーがＲＩ会長の時に、四つの
テストの版権をロータリーに無償提供しています。
道徳律が難しかったので、それに変わって世界中
に広まったと言われています。
職業奉仕は基本的にはロータリアン個人がやる
こと、という位置づけが明確になってきたので、
この結果、ロータリーの組織の中ではあまり扱わ
れなくなっていきます。一時、ＲＩにも職業奉仕
委員会は無くなってしまい、形骸化して、初期の
職業奉仕は衰退していきます。40 年後にチャー
ルズ・Ｃ・ケラーがＲＩ会長になった時に職業奉
仕委員会を復活させて、「職業奉仕に関する声明」
を提案されます。職業奉仕はクラブと会員両方の
責務であると、初めてクラブにも責務があると話
されます。①各自が職業の道徳基準を高める②各
自が職業上のボランティア活動を行なう③クラブ
は指導・実践し、模範を示し、プロジェクトを開
発すると、ここで初めて、個人だけでなく、クラ
ブも携わって下さいと変わります。この辺りから
日本と世界の考え方が少しずつずれてきたのでは
ないかと思っています。そのことを先週刀根先生
がお話してくれたのですが、日本人には古くから
高度な倫理的な職業概念が浸透していて、職業を
通じて自己を磨き、職業を通じて世の中に役立つ、

という商売道とも言えるような日本独自の職業観
というのがあったとお話されました。それがシェ
ルドンとテーラーが唱えたことと非常に合致して、
日本のロータリアンはこの二つに今でも共鳴して
いると思います。その気持ちが強いので、プラス
職業ボランティア、と言われると、ちょっとどう
なの？とすれ違いが生まれてしまったのではない
かと、私は思っています。
ただ、違うと言っていてもしょうがないので、
ＲＩの言っている職業ボランティがどんなことな
のか、具体的にお話させていただきます。2017 年、
ライズリ―ＲＩ直前会長はスピーチの中で、具体
的な職業ボランティアとして「若者や女性向けに
スキルやリーダーシップの研修をロータリーが実
施する」「ビジネスネットワーク作りと職能開発
のためのイベントを開催する」「発展途上国に職
業研修チームを派遣し、事業計画立案と財務会計
のノウハウを伝授する」と話されています。ま
た、職業奉仕の手引きには、「若者の就職を助け
るキャリア・デイを開催する」「専門技能の開発
を支援する」「起業家のためのセミナーを後援す
る」「失業あるいは不完全雇用者などに職業相談
プログラムを始める」「若い会員を個人指導する」
等が書かれています。こうしたプログラムを実施
することが、会員増強や、地域社会との繋がりが
強化されることに繋がると、職業奉仕の手引きの
中には書かれています。職業奉仕のロータリーの
中における歴史、変遷を詳しく知りたい方がい
らっしゃれば、刀根先生がお話された資料が地区
のホームページにアップしてありますので、見て
いただければと思います。
最後に、私の意見をお話させていただきます
と、そもそもビジネスは時代とともに変わりま
すので、職業奉仕の考え方が変化するのも、あ
る意味あたりまえなのかな、と思います。ただ、
せっかくロータリーに入りましたので、ロータ
リーには職業奉仕という考え方があり、様々な
文献がありますので、理念や考え方、変遷を勉
強するのは良いことなのではないかと思います。
それが、それぞれお持ちの経営理念等を見つめ
直す良いチャンスにもなるのではないかと思っ
て い ま す。 そ こ で 得 た も の を 自 分 達 の 職 業 に
フィードバックしてより良い会社にすることが
出来たら、ロータリーに入会した価値ももっと
上がるのではないかと思います。
もっと職業奉仕について、ロータリーの中でお
話が出来たら、皆様のロータリーに入った意味も
さらに上がるのではないかと思っています。
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