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2019-2020年度　国際ロータリーのテーマ 第27回例会

点　　鐘　　旭　会長

司　　会　　ＳＡＡ田原会員

◇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　　チキンカレー　サラダ

ビジター紹介� 渡邉（有）会長エレクト
　

◇来訪ロータリアン　

1名（1クラブ）� 累計26,568名

　宇都宮西ＲＣ� 保坂　正人様

◇米山記念奨学生　ソク　ピセットさん

　　　会長挨拶� 旭　会長　

皆様こんにちは。２月のロータリーテーマは

「平和構築と紛争予防月間」です。日本で生活して

いると平和なため、紛争の話はあまり出ませんが、

世界には沢山あると思います。先日来より新型コ

ロナウィルス肺炎で騒がしい状況ですが、これも

微生物と人間の紛争かもしれません。紛争の始ま

りは他に対して物事を隠すことではないかと思い

ます。感染症の撲滅は人類の命題です。昔、天然

痘が流行り、ジェンナーが種痘を行う事で克服し、

その方法を世界に広めました。壬生の齋籐玄昌先

生が日本でも早くに種痘をしたことが知れ渡って

います。皆の為に良いと思うことを行うのが紛争

解決の一つです。ロータリーの唄にも自分の生業

によって平和を求める事になっております。

２月から、台湾からの1年交換留学生、フランキー

君が床井さんのところでお世話になります。フラ

ンキー君は宇都宮商業高校まで10㎞の道のりを自

転車での通学です。本日はポール・ハリスが設立

ＲＩ記念日2月 23日にちなんで、羽石パストガバ

ナーの卓話があります。よろしくお願いいたします。

◇奨学金の授与

米山記念奨学生　ソク　ピセットさん

�
幹事報告� ��塚越副幹事　

◇ロータリーレート　2月は１ドル110円

◇レター BOXに財団寄付・米山寄付の確定申告用

の領収書配布。ご確認を。

◇㈱クマヒラ「抜粋のつづり」レター BOXに配付。

委員会報告

◇親睦委員会� 　山本委員　

＜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

◇ＡＤＨＤをはじめとする大人の発達障害に関す

る研修会のご案内� 大塚稔会員

2 月 7 日 19 時よりとちぎ健康の森にて開催。

講演「大人の発達障害者の理解と対応－職場

のＡＤＨＤ，ＡＳＤ者を中心として－」（講師：

福島学院大学大学院教授　星野仁彦先生）ご

興味のある方は是非いらして下さい。

卓　　　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
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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

来たポールには友人がいなく淋しく日を送ってい

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条は「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ず、

騙すより、騙された方が悪い、何でも有りの時代

でした。ですから、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、「事業の発

展」を第２条とします。

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。ポールは深く反省し、相

互扶助、親睦に続く、第三の目的を追加しました。

第３条はシカゴ市の最大の利益を振興し、シカゴ

市民としての誇りと忠誠心を市民の間に広めるこ

ととしました。いわゆる、地域社会への奉仕活動

である社会奉仕活動です。シカゴ市に働きかけて

市役所と図書館に公衆トイレを作ったのが、ロー

タリーの最初の社会奉仕活動であり、ロータリー

の社会奉仕の原形となったのです。ポールは 1907

年にシカゴ・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をします。「シカゴ・クラ

ブの会員増強」「他都市へのロータリークラブ設

立」「地域社会への奉仕活動の展開」です。

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」…協会における奉

仕活動や献金、「国に対する奉仕」…国に対する

忠実や兵役、「主人に対する奉仕」…召使として

の役務でした。そこに、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、アーサー・

F・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

あります。

シェルドンはミシガン大学経営部修士課程で販

売学を専攻し、1902 年にビジネス・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

会の委員長になります。職業奉仕概念を導入、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

学を教えるためにシェルドン・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、シェルドン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。
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日本にも、我が国の風土によって育まれたシェ

ルドンの考え方に似た、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

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」としての考えが、シェ

ルドンの「職業奉仕」の考えに合致し共感をした

と思います。

100 周年を迎える日本のロータリーは、伝統的

な価値観である「職業奉仕」に重きを置いていお

ります。世界のロータリーは「組織の強化」に重

きを置いております。来年のテーマロゴは「ロー

タリーは機会の扉を開く」です。ブルーとゴール

ドはロータリーのカラーで、赤（クランベリー）

はローターアクトのカラーです。ロータリークラ

ブとローターアクトはロータリークラブ連合体に

なります。これから世界のロータリーの流れに如

何に対応できるかが、私達、日本のロータリーの

課題ではないでしょうか。

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、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」のチェ

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、オレゴン州ポートランド大会で、ミネアポ

リス RCの運営方針を即興スピーチで発表しまし

た。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”に変わります。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。ロータリーの二つのモットーは職業奉仕

“One�Profits�Most�Who�Serves�best”と社会奉仕

“Service�above�Self”です。

ポールは 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。

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２月、ポールが 67

歳の時に来日しています。横浜、東京、京都、神

戸と回っています。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。

平令和２年２月６日（木）午前10時から、宇都宮東警察署署長室において、東警

察署管内優良警察官に対する『ロータリークラブ賞』の贈呈式を執り行いました。

当クラブからは、旭会長、末永パスト会長、吉高神が出席、東警察署からは、

佐藤署長、吉川副署長がご臨席くださり、澁谷警務課長の進行により開始されま

した。

澁谷警務課長による当クラブの紹介の後、旭会長から大谷警部補、森警部補、

大山警部補、猪野巡査部長、渡邊主査の５名の方々一人一人に、表彰状と記念品が贈られました。

その後、旭会長からご挨拶をさせていただき、続いて、署長、受賞者、我々が一つのテーブルを囲み、受賞

者の常日頃の仕事ぶりを伺いながら懇談をいたしました。　　　　　　　　　職業奉仕委員長　吉高神渡　記

優良警察官へ『ロータリークラブ賞』を贈呈

タイ報告。交換学生の岡本圭太君は、福田富一知事の

タイ訪問時に面談致しました。元気に交流しています。�

　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責：辻　裕司）

「青少年奉仕委員会報告」
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