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≪職業奉仕委員会フォーラム≫
演題「職業奉仕の現状とその歴史---職業奉仕で変化
をもたらす」
第 2650 地区 PDG 刀根荘兵衛講師
平成２９年９月９日
開催場所:武雄センチュリーホテル
報告者： 職業奉仕委員会
（概要について）
昨年度の 2650 地区ガバナー敦賀 RC 所属、田中 毅様
の源流の会の優秀な会員。大阪大学工学部大学院修士
課程、日本のロータリーの第一人者、刀根荘兵衛（と
ね しょうべい）氏（６３歳）の基調講演開催、200
位のスライド、パワーポイントで行われた。
話の内容：ポールハリスを中心に立ち上げた 1905 年
のロータリークラブ設立後、シェルドンにより、
当時、
経済学者 P.F ドラッガーより早い時期に、経済学とし
て素晴らしく画期的理念を取入れた。
シェルドンによる奉仕理念により世の中に職業倫理
と共に世の中に変革をもたらした。
現在のロータリーは 112 年を経過して、現代に至る経
過等を詳細に語られた中で、世界のロータリーが考え
ている職業奉仕の考え方と日本のロータリーにおけ
る職業奉仕絶対論の考え方とは、考えが若干違ってい
るという事を話された。
職業奉仕に関する根拠がどういう事に基づいている
のか、ロータリーの奉仕理念がどういうものに基づい
ているのか、
日本人の職業感とはどういうものなのか、
又、21 世紀における職業奉仕、理念はどう有るべき
かを話す。RI が薦めている戦略計画と職業奉仕がど
ういった関係なのかという事を話したいという内容。
（現在の RI）アトランタ国際大会には 3 万 2 千人以
本日の例会

ガバナー/駒井英基

「ゲスト卓話・JAICA 小川工務店 江口秀満氏」
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上の皆様が参加された。6 月 11 日本会議が行われ、
12 日～14 日は 73 セクションの分科会が英語が主体で
行われた。日本語の分科会は７セクションで開催。そ
の中で１つ位が職業奉仕のテーマが上がってきます。
米国ワシントン州第５１０0 地区の職業奉仕委員長
が担当された議題が職業奉仕が会員増強に役立つ事、
会員保守に役立つようにする事等を議論する事でし
た。日本人が考えている職業奉仕とはかなり違うとい
う事が解ります。
ライズリー会長は、職業奉仕を使って人道的プロジェ
クトを行う。
RI 戦略計画中核とする価値観 Core Value ロータリ
ーの多様性、高潔性 Integrity、倫理、真摯さ、リー
ダーシップを求める。RI が薦めている職業奉仕の方
向としては、
自分の職業スキルを活かして海外でボラ
ンティアに活動しよう。
自分の職業に関係するスポーツとか趣味の会に参加
して海外で活動しよう。
RI 会長賞を目指して、職業奉仕を使ってクラブのサ
ポート、人道的プロジェクトに参加しよう。職業奉仕
を強調してイメージを向上させて、
クラブのサポート
を強化する。
DLP の推奨地区における職業奉仕は社会奉仕と統合
する事が 2019 年 7 月から発効する事が、今年 6 月の
委員会で決定した。2016 年手続要覧基本理念では、
職業奉仕はロータリー章典を見なければ解らない。
職業奉仕は、ロータリーの原点、金看板、目的とされ
ていたが、世界では余り通じない。
日本と他国の認識にずれがある。
行動規範が変ってきた。
次回例会「ゲスト卓話・Ｂ型肝炎の会」

ロータリーの目的は、職業奉仕では無い。
Service の理念 奉仕理念 The ideal of service
チェスベリー 他人の事を思い他人の為に尽す事。ウ
イリアムロビンス会長 そのクラブが如何なるロー
タリアンの人作りをしたか。「入りて学びて、いでて
奉仕せよ」。
（職業奉仕の歴史）1910 年当時のシカゴロータリー
クラブのスローガン 正直（誠実）
、道徳、禁酒。AF
シェルドン ミシガン大（トップ成績） シェルドン
スクール（１９０２設立）1910 年 8 月 17 日年次大会
議決 He profit most serves best.
道徳律（11 条）1915 年シェルドン起草 1916 年サン
フランシスコ大会にて採決。
1927 年 四大奉仕 Busines method 英国で動議が出
た。当時の職業奉仕は、個人による奉仕の理念であっ
た。英国で Vocational serves が提起された。
1920 年代、クラブアルミニウム社が経営悪化してい
た時に、銀行に頼まれて経営再建に入ったハーバート
J テイラー（シカゴ RC）が、社員に対して経営改善の
一環で、現在の言葉とは違うが 7 つのテストという言
葉を斉唱した。多すぎるという事で 1932 年に４つの
テストに改定された。
1954 年に版権をロータリーに譲渡。４つのテストと
は自分が 4 差路（４つ辻）の真ん中に立ち考える事の
意味。職業奉仕は 4 つのテストで表されている
1927 年日本第 70 地区では、日本 RC での歴史的価値
の高い大連宣言の中で４つのテストが決定。日本語訳
版は若干表現が違うかも知れない 源流の会の田中
毅様の訳も見て貰えば良い。
ロータリーの職業奉仕が一般にも定着するようにな
った事で職業奉仕をロータリアンが語る必要が無く
なってきた。
昔の事業家は自分のお金儲けしか考えなかったが、現
在の事業家は、従業員、顧客など幅広く考えなくては
いけない事でロータリーが影響を与える事が無くな
った。
一時は、国際協議会でも、職業奉仕を大いに語る時が
有った訳ですが、昨今は、余り語る事が無くなって行
った。
（日本人の職業感とロータリーの職業奉仕）に関し
てのべる。日本人はシェルドンが職業奉仕に付いて述
べる以前から大いに高い見識を持っていた。溯ると孟
子、荀子の時代迄行く。
平安時代には最澄、江戸時代の石田梅岩が徳を積む商
売を提言している、近江商人、明治時代の渋沢栄一、
近年では松下幸之助、人を作る、又、心を高める商売
の方法を提言されている方がおられる。信用、信頼を
第一に商売をする事が大事ということ。良い service
を提供すればお客様に喜ばれて信用される。
京セラの稲盛和夫氏は、
世のため人の為にお役に立つ
為に生をうけたという信念をもっておられる。

人生の目的は、自身の心を磨くこと、
人格を高める事、
人間性を豊かにする事。
心を磨く事は一生懸命に働く
事。
日本人の心の原点と云うのは、生かされている事への
感謝、畏敬の念という事になる。日本人の職業観とロ
ータリーの職業奉仕とは同じではない。日本人の職業
観の方が上を行っていると思う。
道徳や倫理は言葉でいうより、説く人が職業奉仕の変
化 行き渡った感。職業奉仕は信を生む 信用、
信頼、
商売を繁盛させる。良いサービスを提供する。自分心
を磨く、一生懸命働く事。日本人の職業観の素晴らし
い。シェルドン 科学的 合理的 企業観 人を高め
る。
こらからの 21 世紀の経済はどのようになるのか。
現在は、市場経済の時代ですが、フランスの経済学者、
ジャック・アタル、現在の資本主義が変化して、超民
主主義になる。
米国の一極支配が崩壊して、多極化する 超帝国 超
紛争。2060 年頃には、利他主義、博愛主義に基づく、
超民主主義が生まれると予想。
グラミン銀行の元総裁で 2006 年にノーベル平和賞を
受賞された、ムハマド・コヌス博士は、21 世紀の社
会は、共生社会、セルフレスの心で個人の利益を超え
て社会全体の利益を考える、利益を最終目的としない
ソーシャルビジネスの形を求められているのではな
いか。日本でも経済学者内橋克人氏はこれからは共生
社会だろうと唱えておられる。
中野紘一氏は足るを知る 清貧の思想 セルフレス
の心 現在は高金利の貸金が、未来ではマイクロクレ
ジットという無担保低金利で貸し出すシステムを考
えていて、それによって貧しい人が生活できる様にな
るとの事。
これからは人間の心を大切にする経済の世の中にな
る 東大鵜沢名誉教授。21 世紀の資本主義は総合的
に破壊する 辿り着くのは心の資本主義。
これからの企業は、自社の利益追求のみを考えるので
はなく、社会全体の利益を目指して、社会貢献という
理念の下で行動する 株主は金銭の配当だけでは無
くて、心の配当で満足するような姿になれば利他の心
に通じるものが有るのではないかと思う。
故・船井幸雄氏 金銭の配当から心の配当へ。
ロータリーの方針について、東洋の思想を西洋の思想
に取入れていくようになる事が、我々の今後の課題だ
と思います。
個人主義の西洋人に東洋思想を理解して貰う中で、西
洋の思想が行き詰まりを見せている中、東洋の地位を
融合する時代が来るのではないかと思う。
東洋思想では、他者の喜びを自分の喜びとして感じ、
感謝の念を持って、他者に尽くすと自分も生きて来る
喜びが湧いてくる。そこで、ロータリーの目指す奉仕
が、利他の心に通じるものができる。

（ロータリーの奉仕理念は大切）第 2660 地区 戸田
孝 PDG に関して北陸の家族兄弟に関する身障者の心
温まる子供の感動の話があった。人として生きる道、
思いやりの心が大切。自分と他人、過去未来、善悪等々
の二元的発想ばかりで見てきたが、共生の社会、一元
論的発想こそ、ロータリーの奉仕そのものであると云
う発想ではないかロータリーの原点に立ち返る発想
である。人の痛みを自分の痛みとして捉える。ロータ
リーの自己研鑚の心の効果が社会的な評価を受ける。
ロータリーに魅力が有ればロータリーは発展して行
くと思う。ロータリが新しい面に向かって進んでいく
事を願う。

富田耕司会員
職業奉仕についての考え方は、自分の職業を高めてい
くという事で、クラブに拘束されるわけでも、誰に拘
束されるものでもない。
自分の職業奉仕の理念を少し
でも確立していただけたらいいのではないかと思い
ます。
中島閏二会員
最近のＲＩは職業奉仕に重きを置いておらず社会奉
仕寄りで、ポリオや、人道的救済などに偏っている。
日本は職業奉仕をしっかり学んでいるが、シェルドン
寄りなので、
今後の職業奉仕のありかたも課題になっ
てくるのではないかと思います。
宮原明夫会員
ロータリーの基本（幹）にあるものは職業奉仕であり
ます。世界（ＲＩ）は変わってきているかもしれない
が、日本は昔ながらの職業奉仕という考え方を残して
いかなくてはいけない。
いいものは引き継いでいくこ
とが日本人の心であると思います。

フォーラム意見

《会長挨拶》
峯

小西研一会員
このような会に初めて参加させていただきました。総
勢 270 名のロータリアンが非常に熱心に話を聞かれ
ていました。
職業奉仕の変遷と現況にかなりの時間を
かけられていました。
今までシェルドンに触れる機会がなかったが、
考え方
について理解を深める事が出来ました。これからの職
業奉仕について、具体的な提言はされなかったが、日
本から世界に向けて発信する必要があるということ
でした。北ロータリークラブの強い結束の中で、職業
奉仕について、自分からも提案などしていきたいと感
じました。

中川信次会員
私も初めてこのような会に参加させていただきまし
た。ロータリーの 112 年という歴史を経て今の状況が
あると興味深く話を聞く事ができました。刀根先生の
膨大な資料を使いながら自らの言葉で澱みなく話さ
れる姿に魅了されました。私なりに自分の普段の仕事
と職業奉仕について考えてみました。利他の心で世の
中の為に尽くす、地域の社会に役立つということで、
会社や自分が必要とされると感じました。今後もこの
ような機会があれば参加して、ロータリアンとして成
長していきたいです。

徳秀 会長

本日、９月最終例会を迎え、予定者として本年１月
よりスタートして早９ヶ月が過ぎ去ろうとしていま
す。会長として携わる期間は来年６月一杯までであり
ますから、予定者段階を含め延１８ヶ月と考えますと、
半分は間もなく終わってしまうという計算になりま
す。
ここまでなんとかやってこれましたのも、会員の皆
様方のご協力・ご支援の賜物であると感謝申し上げま
すとともに、
残り９ヶ月間も引き続きご支援頂きます
ようよろしくお願い致します。
先週は敬老の日（祝日）で休会でありましたが、翌
１９日の佐世保中央ＲＣとの合同国際奉仕委員会を
皮切りに、市内８ＲＣ会長・幹事会、当クラブ理事会
とロータリー活動に勤しんでおりました。
さて、本日の例会プログラムは職業奉仕委員会によ
る第２回クラブフォーラムとなっております。
９月９
日に開催されました地区職業奉仕セミナーのご報告
と併せて、皆様とともに学ばさせて頂きますのでよろ
しくお願い致します。

《幹事報告》
渡会祐二 幹事
1.例会変更
伊万里西ＲＣ

10 月 18 日（水）18：30～
ロイヤルチェスター伊万里
（伊万里ＲＣ合同観月会のため）
10 月 26 日（木）16：00～
伊万里商工会議所 4 階大会議室
（「くんちば酒会」のため）
11 月 2 日（木） 18：30～
伊万里迎賓館 2 階「ロイヤル」
（夜例会のため）
佐世保ＲＣ
10 月 4 日（水）12：30→18：30
富士国際ホテル
（観月例会のため）
佐世保東ＲＣ 10 月 19 日（木）12：30→16：30
国立病院機構長崎川棚医療セン
ター
ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ佐世保ＲＣと合同職場
訪問のため（職場訪問後 「酒菜
谷」にて懇親会）
ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ佐世保ＲＣ
10 月 3 日（火）
12：30→18：30
ホテルヨーロッパ吉翠亭
（観月例会のため）
10 月 17 日（火）
12：30→16：30
佐世保東ＲＣと合同職場
訪問のため（職場訪問後
「酒菜 谷」にて懇親会）
2.来信
・ガバナー事務所
① 米山奨学生の出前卓話に関するお願い
② メジャードナー顕彰午餐会のご案内（村上
会員、豊島会員、福田会員、緒方会員宛）
日時：11 月 21 日（火）
登録：9：30～10：00
写真撮影：10：30～11：15
午餐会：11：15～14：00
場所：グランドニッコー東京台場
〒135-8701 東京都港区台場 2-6-1
TEL03-5500-4602 FAX03-5500-4604
会場：パレスロワイヤルＣＤ
登録料：１０，０００円
（ガバナー事務所が負担致します）
・佐世保中央ＲＣ
「ｸﾗﾌﾞ現況及び活動計画書・前年度活動実績報告書」

3.伝達事項
① 地区大会登録締め切りが 9 月 29 日（金）とな
っておりますので出欠がまだの方は宜しくお
願い致します。
② 10/2（月）次回例会ゲスト卓話 ＪＡＩＣＡ
小川工務店 江口秀満氏です。
《来訪ロータリアン》
佐世保東ＲＣ 緒方大輔君

《委員会報告》
牧野博一プログラム委員長
10 月にゲスト卓話をして頂くＮＰＯ法人葵会様のＳ
ＡＳＥＢＯピンクリボン祭りのご案内です。10 月 9
日 10 時～15 時まで干尽町のサン・アビリティーズ佐
世保で開催されます。ご案内をボックスに入れており
ますので、お誘いあわせの上多数のご参加をお願い致
します。
緒方信行国際奉仕委員長
本日、18：30 より国際奉仕委員会をグランドファー
ストイン佐世保で開催します。
宮原明夫職業奉仕委員長
10 月 8 日（日）の大島造船所への職場訪問にご参加
の皆様は、本日バスの乗車場所を確認する文書を配布
しましたのでよろしくお願いします。
藤井良介指名委員会直前会長
11 月 27 日開催の「年次総会」において、
（次々年度）
会長、副会長、幹事、会計、および 11 名以内の理事
の候補者は信任を得るものとするとあります。
当クラ
ブでは「佐世保北ロータリークラブ細則、第三条・第
一節」により選挙もしくは指名委員会を設けるとあり
ますが、クラブ慣例により次々年度会長を含む役員・
理事の候補者を推薦するべく指名委員会を設置いた
します。なお、指名委員会の構成は、「佐世保北ロー
タリークラブ補則規定、第一条」により会長、直前会
長、会長エレクト、及びパスト会長全員とあり、委員
長には直前会長が就任するとあります。よって、以上
のことをお知らせすると共に、近々第一回の指名委員
会を開催いたします。

小川寛出席委員長
例会欠席時のメークアップ先のご紹介です。「ワール
ド大阪ロータリーＥクラブ」を紹介致します。ワール
ド大阪ロータリーＥクラブのホームページからメー
クアップをクリック後、
今週の例会ページより例会に
参加できます。メークアップ証明書の発行手数料は
750 円で投稿内容は 100 文字以上 1,000 文字以内で今
週の例会のご意見等を入力し、メークアップ証明書が
添付されたメールを印刷し、当クラブにて手続きを行
えばメークアップ完了になります。
時間が取れない方
にはお勧めいたします。

二ノ宮健君
本日の職業奉仕委員会のフォーラム、皆様宜しく御願
いします。中島会員、おかえりなさい。
中山 誠君
昨日のＪＲＡにおいて、
湯口さんの持ち馬でいい思い
をしましたのでニコニコします。
渡会祐二君
結婚のお祝いありがとうございました。今年で満 10
年の結婚記念日でした。
お陰様で何とか離婚に至らず、
頑張っております。これからもロータリーの諸先輩の
お姿を参考に、夫婦円満で過ごしていきたいと思って
います。

《ニコニコボックス》
松尾重巳

親睦活動委員

佐世保東ＲＣ 緒方大輔君
本日は、お世話になります。今後も親子共々宜しくお
願い致します。
田島勝明ＯＢ会員
藤井先生、昨日のクラブ選手権予選通過おめでとうご
ざいます。まぐれではなく実力が発揮出来ただけの事
です。決勝も期待しています。いよいよ来春には、シ
ングル祝い出来ますね。楽しみにしています。
峯徳秀会長 湯口純二副会長 渡会祐二幹事
本日は、職業奉仕委員会担当のクラブフォーラムとな
っております。宮原委員長を始め、委員会メンバーの
皆様にはどうぞよろしくお願い致します。
中島会員、お帰りなさい。お元気なお顔を見ることが
でき、会員一同喜んでおります！
中島閏二君
昨年 9 月体調を壊し約 1 年ぶりの例会出席です。
自身
の体調が許せば今後も例会に出席いたしたいと思っ
ておりますので皆様よろしくお願いいたします。
藤井良介君
中島会員お帰りなさい。又元気にご活躍して下さい。
本日の第 2 回クラブフォーラム、職業奉仕委員会の皆
様、ご苦労様です。私事ですが連休の 9 月 17 日 18
日と台風騒動の中、古希のお祝いを子供達 3 人の家族
と孫達全員そろって嬉野温泉で楽しいひと時を過ご
しました。感謝感謝でした。昨年の石盛でのゴルフの
クラブ選手権のグランドシニアの部で何とか予選を
ケツで通過しました。

田中幹人君
父の葬儀に際し、峯会長、湯口副会長、渡会幹事をは
じめ多くの会員の皆様からのご弔問、御香典、お花、
ご弔電を賜り本当に有難うございました。西海の島で
の葬儀に、華やかさを添えていただき、感謝の気持ち
でいっぱいです。
佐世保北ロータリークラブの会員であることを誇り
に思います。
〔フレンドシップ基金とニコニコ BOX へ頂きました。
〕
平石晃一君
富田耕司君
緒方信行君
宮﨑有恒君
古賀新二君
中野雄一郎君
宮原明夫君
森
豊君
蒲池芳明君
小川一貴君
村瀨高広君
近藤竜一君
小川 寛君
松尾重巳君
松田信哉君
田島 慎君
本日は第 2 回クラブフォーラムです。職業奉仕委員会
の宮原委員長をはじめ委員会の皆様、宜しくお願いし
ます。中島閏二さん、お帰りなさい。お身体ご自愛さ
れてください。ご活躍を期待致しております。
森豊会員と松田信哉会員が村上寅雄会員のお見舞い
に行かれました
村上寅雄会員お元気で、
例会出席を楽しみにしておら
れました

本日の合計
IT 会報委員会

委員長 /公門新治

委員 / 中島閏二

松永祐司

船津 学

43,000 円
松田亜由美

累計 414,000 円
（記事担当

船津

学 ）

