第29回例会

通算 2823 号

2019 年 2 月 5 日（晴れ）第 29 回例会

点
鐘
五味渕会長
司
会
副ＳＡＡ 細谷会員
◇国歌「君が代」
◇ロータリーソング「四つのテスト」
◇本日のランチ
和定食
会長挨拶
五味渕会長
皆さん、こんにちは。一昨日の２月３日は節分
で冬と春の分岐点、４日は立春で暦の上では春で
す。インフルエンザの人は相変わらず多いのです
が、同時に、花粉症や、感染性の胃腸炎の人もい
て、変な季節でございます。皆さん、体調には十
分気を付けていただきたいと思います。
本日は、羽石パストガバナーからポール・ハリ
スのお話があります。微かに記憶にあるのですが、
彼は少年時代、祖父母と一緒にニューイングラン
ドの田舎町に育ち、そこで得た経験、体験がロー
タリーを作る原動力になった、周辺の人達の寛容、
善意、奉仕の精神といったものを小さい時に受け
た、と覚えています。羽石会員の話を最後までご
静聴よろしく申し上げまして挨拶といたします。
◇米山記念奨学会から表彰
第 28 回 米山功労クラブとして感謝状

会員数 123 名

手塚幹事

◇ロータリーレート ２月は１ドル 110 円
◇２月は「平和と紛争予防、紛争解決月間」
◇本日、例会後に宇都宮東警察署にて優良警察官
表彰。次週、詳細報告の予定。
◇「会員満足度アンケート」をレターＢＯＸに配
布。なるべく本日中にご提出を。
◇２月 16 日（土）午後１時よりグランドホテル
にて「地区チーム研修セミナー」開催。地区委
員の方はご出席を。
◇レターＢＯＸにＲ財団寄付・米山記念奨学会寄

出席率 72.97%

付の確定申告用の領収書配布。お持ち帰りを。
◇ 2019-20 年度の米山記念奨学生が決まりました。
ソク・ピセットさん、男性、国籍はカンボジア
で現在、宇都宮大学地球環境デザイン学修士１
年生で、２年間お世話をする予定です。担当カ
ウンセラーは後日お知らせ致します。

委員会報告
◇親睦委員会
山﨑副委員長
＜誕生祝い・２月＞
会員誕生
八田 欣弥、飯泉 修一、石塚 増男、
川村 壽文、菊地 憲寿、丸田 勝美、
荻原 耕三、鈴木 郁夫、床井 光雄、
塚田 宗雄、薄井
晃、若井
勲
各会員
夫人誕生
冨貴塚眞人、船田
元、片山 幸志、
大木八千雄、佐々木 正、田嶋 章夫、
武井
勉、若井
勲、渡邊 和裕
各会員の奥様

卓
幹事報告

列席 81 名

話

「ポール・ハリスについて」
ＲＩ第 2550 地区パストガバナー

羽石光臣会員

本日は、ポール・ハリスについてお話させてい

ただきます。ポール・ハリスは 1868 年（明治元
年）の生まれです。日本のロータリーの創始者で
ある米山梅吉、小説家の夏目漱石も同じ年に生ま
れています。両親の浪費癖のために一家は離散し、
父方の祖父母に預けられました。ポールが３歳の
時でした。祖父母は敬虔な新教徒であり、謹厳、
実直な人で、生活は質素ですが、優しい人であ
り、その祖父母の影響を受けて育ちました。緑濃
きウォリングフォードの田舎町で無邪気な腕白ぶ
りを発揮して幼少年時代を過ごしました。その田
舎の生活、人々の温かい友情と交流、政治的、宗
教的寛容さ、などをシカゴに持ち込もう！ロータ
リー運動の源泉はここにありました。
アイオワ州立大学を卒業して５年間にわたり
「放浪の旅」を続けます。農場で働いたり、商科
大学の講師やセールスマン、舞台俳優、家畜運搬
船の火夫、新聞記者をしながら資金を得て旅を続
けました。ポールはいろんな体験から人間の実
態を直視出来ました。５年間の「放浪の旅」は、
ポール・ハリスの人格形成に大きく影響を与えて
います。また、後のロータリーの思想にも大きく
反映されました。
1905 年、ポール・ハリスは友人３人と語らっ
て２つの目的を持ったクラブを作りました。殺伐
とした大都会の中でお互いに胸襟を開いてどんな
事でも語り合える友人を作る。地方から、都会の
街シカゴに来たポール・ハリスは友人がいなく淋
しく日々を送っていました。まず、心を許すこと
の出来る友達が欲しかったと言うのが出発点です。
第１条が「会員同士の親睦」です。また、当時は、
アル・カポネが暗躍していた時代です。儲けるの
に手段を選ばす、騙すより、騙された方が悪い、
何でも有りの時代でした。会員の事業を発展させ
るため「安心して取引出来る仲間」の集まりとし、
第２条を「事業の発展」としました。
1905 年２月 23 日に創設した社交クラブは、後に
ロータリークラブと名付けられました。相互扶助で
会員同士の商売の繁栄という概念は、気を得て成
長に大きく貢献しました。このことにより、シカゴ
だけでなく、ほかの都市や海外へとクラブは拡大し
ていきました。本音で話せるには異業種同士の集ま
りでなければならないとし、職業分類の考えとメン
バーだけの互恵取引と、そのもとになる親睦を目的
としました。友人の弁護士に入会を誘いましたとこ
ろ、彼は、「この種のクラブは、会員以外の人々に
何らかの利益をもたらすことを考えるべきであっ
て、市民に対する何らかの奉仕をする必要がありま
す。会員同士の利益だけが目的の閉鎖的なクラブで
は将来性がない。入る気はありません。」と、断り
ます。ポール・ハリスは深く反省し、親睦、奉仕に
続く第三の目的を追加しました。第３条は地域社会

への奉仕活動である社会奉仕活動です。シカゴに公
衆トイレを作ったのが、ロータリーの最初の奉仕活
動であり、ロータリーの社会奉仕の原形となったの
です。資金を出すのではなく、シカゴ市役所に働き
かけて実現しました。
1907 年、ポールはシカゴ・クラブの会長に就
任します。ロータリーの運営方針の転換、「シカ
ゴ・クラブの会員増強」「他都市へロータリーク
ラブ設立」「地域社会への奉仕活動の展開」があ
ります。この時に、アーサー・Ｆ・シェルドンが
入会してきます。ミシガン大学経営部修士課程
で販売学を専攻し、1902 年にシェルドン・ビジ
ネス・スクール開校、1908 年にシカゴ・クラブ
入会、1910 年に全米ロータリークラブ連合会の
Business Method 委員会の委員長になっています。
この方が、職業奉仕概念を導入しました。サービ
スをロータリーに取り入れたのはシェルドンで
す。シェルドンはサービス理念を中核にした販売
学を教えるためのビジネス・スクールをシカゴ
に開校しました。1921 年にロータリーを退会し
て、スクールの経営に専念します。退会するまで
の 20 年間に 26 万人もの卒業生が出まして、その
多くがロータリーに入会しております。スクール
は 42 年間続きました。卒業生は 100 万人以上です。
ロータリーの職業奉仕の理念「最も良く奉仕す
る者、最も多く報いられる」“He Profits Most
Who Serves Best”のサービス学の概念を体系的
に教えることが、スクールの方針でした。2004
年の規定審議会で He が They に変わり、2010 年の
審議会で現在の“One Profits Most Who Serves
best”に修正されました。シェルドンの職業奉
仕の理念は、「金儲けが目的で職業に就いている、
仕事をする、という考えを捨てて、顧客満足度の
向上を最優先して、自らの職業、仕事を通じて他
人のために役立つ、という考えで事業を営めば、
その真摯な態度が顧客の心を捉えて、リピーター
として何度も事業所を訪れたり、新規の顧客を紹
介してくれるはずです。その結果大きな利潤が得
られるとともに、その事業所は継続的に発展して
いきます。そして、そのような事業所は、結果と
して高い職業倫理を持っているはずです。」とい
うものです。
日本にも、シェルドンに似た職業倫理観があり
ます。
・二宮尊徳「報徳思想」…経済と道徳の融和を訴
え、私利私欲に走るのではなく社会に貢献すれ
ば、いずれ自らに還元される。
・石田梅岩「石門心学」…仁・義・礼・智の心が
信を生む。真の承認はさきも立ち、われも立つ
ことを思うなり。仕事を通して正直な心を修養
すれば、おのずとお客様の信頼をかちとること
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ができるのです。
・「近江商人」…三方よし
・渋沢栄一翁…車に両輪が必要な如く、単なる利
益追求の一輪車では走れない。永続きしない。
「道徳」というもう一つの輪を備えた上での利
潤でなければ、多くの人の信頼は得られない。
また、真の繁栄もあり得ない。
日本でロータリーが急速に発展した歴史の背後
に、日本人の思想にある「道徳と経済の調和の思
想」、職業に対する「道」としての考えとシェル
ドンの職業奉仕の考えが合致し共感したことがあ
ると思います。
ロータリーは二つの奉仕理念によって成り立っ
ています。事業の継続的な繁栄を願うシェルドン
が提唱した職業奉仕の理念は 1911 年のポートラ
ンド大会で「最も良く奉仕する者、最も多く報い
られる」と言うモットーで表しています。もう一
つ、「他人のことを思いやり、他人のために尽く
す」というチェスレー・ペリーの人道的奉仕活
動の理念を「超我の奉仕」というモットーで表
しています。1911 年ミネアポリスロータリーク
ラブの会長コリンズが、クラブの運営方針を即
興スピーチで発表しましたが、その中の「無私
の奉仕」“Service Not Self”が取り上げられて、
1929 年「超我の奉仕」“Service above Self”に
変 わ っ て い ま す。 こ の 二 つ の モ ッ ト ー は 1950
年デトロイド大会で正式なモットーになります。
ポールは、自分はロータリーの設計者だが、建築
したのはチェスレー・ペリーだと記しています。
1900 年当時の Service の意味ですが、当時の人
が「奉仕…サービス」という言葉から思い浮か
べることは、「神に対する奉仕」…教会における
奉仕活動や献金、「国に対する奉仕」…国に対す
る忠誠や兵役、「主人に対する奉仕」…召使とし
ての役努、でした。「事業上における奉仕」とい
うまったく新しい概念を提唱したのはシェルド
ンが初めてでした。現在、ロータリーにおける
Service は広く社会に役立つ価値を提供すること、

世のため人のために尽くすことです。
ポール・ハリスは 1947 年、78 歳で亡くなって
います。長年病気に苦しんでいたポールは、没後
記念碑などを建てずに、葬儀に花を手向けること
も遠慮してほしいと遺言し、その代わりに、国際
理解を進めるための寄附をしてほしいと頼みまし
た。ポールは、1947 年末までに 130 万ドル以上の
寄付をしています。今、ポールはエバンストン近
郊マウントホープ墓地に眠っています。1935 年、
ポール・ハリスが 67 歳の時に来日し、横浜、東
京、京都と、神戸などを回っています。
ガバナー月信の 12 月号にポール・ハリスの格
言として、「ロータリーは思い出に浸る組織では
ありません。どちらかというと、過去の業績より、
むしろ未来の活動に価値と目的を置く組織です。」
とあります。ＲＩの戦略計画に基づいて「ロータ
リーは人類のために奉仕を実践する」ことに邁進
しています。私などは、シェルドンの職業奉仕で
人格の向上を図ることがロータリーにとって良い
ことだと思っているのですが…。最近は、ＲＩの
戦略に基づいて奉仕活動に邁進しております。地
域社会に貢献するための指針として、戦略計画は
３つの優先項目があり、それに対して６つの重点
分野、このことを前面に、突き進んでいます。
2019-2020 年度のテーマは「ロータリーは世界
をつなぐ」“Rotary Connects the World”です。
マーク・マローニー 2019-2020 年度会長が発表
しました。この意味について、「ロータリーの礎
は「つながり」です。若い弁護士としてシカゴに
やって来たポール・ハリスがロータリーを創設し
た最大の理由、それは見知らぬ街でほかの人たち
と「つながる」ことでした。それから１世紀以上
が経った今、私たちの周りには、ポール・ハリス
の時代には想像もできなかったような友情とネッ
トワークを築くための方法が数多く存在します。
それでも、ロータリーにおける「つながり」は独
特であり、ほかに類を見ません。」と言っており
ます。以上です。

優良警察官及び職員へ『ロータリークラブ賞』を贈呈
平成31年２月５日（火）例会終了後14時より宇都宮東警察署優良警察官
および職員への「ロータリークラブ賞」の贈呈式を宇都宮東警察署長室に
て伊藤署長と幹部職員御列席のもと執り行いました。クラブからは五味渕
会長、末永パスト会長、渡邊（和）職業奉仕委員長、私の４名が参列し、
会長挨拶に続いて賞状と記念品の贈呈を致しました。これからも地域住民
の生命と財産を守る為、尽力されている職員の方々に感謝の気持ちを伝え
懇親をされて頂きました。
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