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本日は１月が職業奉仕の月間ということで、こ

の職業奉仕をテーマに話をしたいと思います。

ロータリーの「目的」をもう一度確認すると、

二番目に「職業上の高い倫理基準を保ち、役立

つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に

奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を

高潔なものにすること」と書いてあります。そ

して、職業奉仕はロータリーの「金看板」と言

われてきました。ここまでいたるには、色々な

遍歴がありましたので、今日はその話をさせて

いただきたいと思います。ロータリーはポール

ハリスが「さまざまな分野の職業人が集まって

知恵を寄せ合い、生涯にわたる友情を培うこと

のできる場をつくる」とことで作りました。こ

の時代は経済も難しい状況でもあり「事業場の

利益を促進する」という事と「会員同士の親睦」

というのが、作ったときの目的であったという

ことです。しかし、翌年にドナルド・カーター
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が「利己的な組織には永続性がない、ロータ

リーとして発展するならば、何かしっかりした

柱を立てなくてはいけない」ということで「社

会に対して奉仕をしよう」と１００年以上前の

１９０６年に提言されたということです。そし

て大きな変化があったのが。１９１１年全米

ロータリー大会でアーサー・シェルドンの「最

もよく奉仕する者、最も多く報いられる」と宣

言文が採択され、ここから加速してロータリー

の職業奉仕の理念が作られてきました。シェル

ドンの話は「利益を得るためには、奉仕を与え

る」「ロータリー哲学は物質的な富を得るため

の哲学」「奉仕という原因によって利益という

結果が得られる」「すべての職業は社会に奉仕

するために存在する」「金を儲けるための事業

は失敗に通じる」とその時に演説されました、

そしてもう一つ。有名な言葉「超我の奉仕」が

ありますが、これも１９１１年にベンジャミン・

フランクリンが演説され、ロータリーの哲学が

「超我の奉仕」で、実践倫理が「最もよく奉仕

する者、最も多く報いられる」と１１０年以上

前のロータリーで決められました。そして、さ

らに１９５４年に「四つのテスト」が採択され、

これも「職業奉仕」「職業倫理」の理念の構築

に非常に大きく関わっています。皆さんご存知

のとおり「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」 と言うことですが、ハーバード・テイ

ラーさんが。会社が倒産しそうな時に、これを

実践すると会社を立て直らせることができたと

いうことで、これこそ会員それぞれの事業を通

じてやっていくべきと確固たるものになったと

いうことです。 そして、現在のロータリーの

ホームページにも書いてありますが、「行動規

範」として「事業において、高潔さと高い倫理

基準をもつ」「取引において公正に努め、取引

先の職業に対して尊重の念を持つ」「職業スキ

ルを生かして若い人を導く」と決められていま

す。 しかし職業奉仕については実を色々な議

論があります。細かくは話しませんが、職業奉

仕は五大奉仕のほかの奉仕を同列であるから。

特に重んじるではなくて、職業奉仕は個別に考

えるべきではなく、それぞれの奉仕をどんどん

やるべきだというようなこと。もう一つは、特

に日本のロータリアンはやはり「職業奉仕こそ

ロータリーの『幹』であり、ここからすべてが

始まるのであって。まず一番は職業奉仕。自分

自身の職業を高め、社会に貢献する事が必要と

いうこと」。一つは奉仕をあらゆる方面にして

いきましょう、もう一つは、職業奉仕こそ、しっ

かりロータリーは取り組んで行きましょうと。

今二つに分かれています。ここでは、どちらが

いい悪いという事では無く、紹介だけさせてい

ただきたいと思います。私の考え方としては、

「職業奉仕」というのがすべての奉仕の真ん中

にある。皆様職業があって業種によって色々な

スキルやキャリア・考え方を醸成していると思

います。考え方としてロータリーは最初に「ク

ラブ奉仕」が一番ベースになり、次に「超我

の奉仕」「四つのテスト」という理念があって、

その上に 皆さんの職業スキルを応じた「それ

ぞれの奉仕」が「職業奉仕」ではないかと私は

理解してます。どちらにしても「標準クラブ定

款」というのがロータリーにあり、これは「全

てのクラブがこれをしっかり守ってください」

というものですが、ここにも先ほどの「行動規

範」と同じような形で、「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」と書かれていますので、これが

ロータリー活動のベースになります。なかなか



職業奉仕について深く考える機会がすくないか

もしれませんが、１月職業奉仕月間ですのでそ

の機会にしていただければと思います。最後に、

私が考える「職業奉仕」の理念についてですが、

今の世の中的には、このような事を実践してい

ない人は職業人として静岡ロータリーにいない

のではないかと思います。「自分の職業を通じ

て社会に奉仕すること」この職業奉仕について

基本的なところを実践しているからこそ、会員

としてここに集まっているのではないかと思い

ます。だから静岡ロータリーのメンバーの皆様

の実践や考え方を、若い方々や社会的に行動を

通して発信していけば、それが「職業奉仕」に

つながると個人的には考えております。どちら

にしても、社会企業活動やＳＤＧｓも含め、職

業を通じて社会に貢献するというようなトレ

ンドは、これからもっと 強くなると思います。

この１００年以上培ってきたロータリーの「職

業奉仕」の精神を、新しい時代に役立て、次の

ロータリーの活動を支えるようにして行きたい

と思います。皆さん、是非それぞれの仕事でロー

タリアンとして「職業奉仕の理念」にそった事

業活動をしていただければと思います。ありが

とうございました。

◦委  員  会  報  告◦

雑誌委員会　粉川翔太郎君

ロータリーの友１月号の注目記事の紹介があり

ました。

会員増強委員会　石川雅章君

招待例会開催の案内がありました。

ロータリーと
職業奉仕

2023年1月16日

会長 望月 啓行

11.. 知知りり合合いいをを広広めめるるここととにによよっってて奉奉仕仕のの機機会会ととすするるこことと。。

2. 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会
としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。

3. ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、日々、奉仕の理念を実
践すること。

4. 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進する
こと。

ロータリーの⽬的

、高潔さを奨励し、職業人と地域社会のリーダーのネットワークを通じて、人びとに奉仕し、高潔さを奨励し、
世界理解、親善、平和を推進すること

ロータリーの使命
ロータリーの使命・目的・会員資格

善良さ、高潔さ、リーダーシップを身をもって示し、職業上および（または）地域社会でよい世評を受けて
おり、地域社会および（または）世界において奉仕する意欲のある成人によって構成されるものとする

ロータリーの会員資格

1⽉は職業奉仕⽉間です

職業奉仕は
「ロータリーの⾦看板」
といわれてきましたが
過去にいろいろな変遷が

あります

さまざまな分野の
職業人が集まって
知恵を寄せ合い、
生涯にわたる

友情を培うことの
できる場をつくる

事業上の利益の促進
会員同士の親睦

1905年2⽉
ポールハリス

ロータリー
クラブ
誕生

親睦

ロータリーの職業奉仕変遷

創創立立当当初初ににおおけけるる
ロローータタリリーーのの目目的的

He profits most who serves his fellows best

→ 1921年、シェルドンが 「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」

（He profits most who serves best)に修正し、行動理念として提唱。

→ 2004年の規定審議会でHeをThey、2010年の規定審議会でTheyを
Oneに。

1911年全⽶ロータリー⼤会
アーサー・フレデリック・シェルドン

ロータリーの職業奉仕変遷2

物質的

相互扶助

1906年
ドナルドカーター

ロータリーの職業奉仕変遷

奉奉仕仕のの考考ええをを持持ちち込込むむ

利己的な組織には永続
性がない。 ロータリーク
ラブとして生き残り、発展
することを望むならば、
我々の存在を正当化す
るために何ごとかをしな

ければならない。

利己的な組織には永続
性がない。 ロータリーク
ラブとして生き残り、発展
することを望むならば、
我々の存在を正当化す
るために何ごとかをしな

ければならない。
社会に対する奉仕

活動

利益を得るためには、奉仕を与える

ロータリー哲学は物質的な富を得るための哲学

奉仕という原因によって利益という結果が得られる

すべての職業は社会に奉仕するために存在する

金を儲けるための事業は失敗に通じる

1911年全⽶ロータリー⼤会
アーサー・フレデリック・シェルドン

ロータリーの職業奉仕変遷2

①Service Above Self・・・[奉仕哲学] 超我の奉仕

②He profits most who serves best ・・・[実践倫理]

最もよく奉仕する者、最も多く報いられる

というシェルドンの職業奉仕の理念

1911年全⽶ロータリー⼤会
ベンジャミン・フランクリン・コリンズ

ロータリーの職業奉仕変遷3

Service Above  Self
超我の奉仕

 個人として、また事業において、高潔さと高高いい倫倫理理基基準準をもって行動する。

 取引のすべてにおいて公公正正に努め、相相手手ととそそのの職職業業にに対対ししてて尊尊重重のの念念をもって
接する。

 自分の職職業業ススキキルルをを生生かかししてて、、若若いい人人びびととをを導導きき、特別なニーズを抱える人び
とを助け、地域社会や世界中の人びとの生活の質を高める。

 ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすような言動は避ける。

 ロータリーの会合、行事、および活動においてハラスメントのない環境を維持す
ることを支援し、ハラスメントの疑いがあれば報告し、ハラスメントを報告した人
への報復が起こらないよう確認する（2019年1月理事会会合、決定119号）。

ロータリアンの⾏動規範
ロータリーの職業奉仕変遷5

言行はこれに照らしてから

１） 真実かどうか

２） みんなに公平か

３） 好意と友情を深めるか

４） みんなのためになるかどうか

1954年
ハーバート・テーラー

ロータリーの職業奉仕変遷4

四つのテスト

1954年のＲＩ会⻑ハーバート・テイラーが倒産⼨前の会社をこの四つのテストを使っ
て ⾒事に再建し、成功した。

しかし職業奉仕は
今議論もある

クラブ奉仕・助け合い

職業奉仕

⻘少年
奉仕
⻘少年
奉仕

社会奉
仕

社会奉
仕

国際奉
仕

国際奉
仕

親睦 親睦

職業奉仕職業奉仕

超我の奉仕・ロータリーの⽬的・4つのテスト・奉仕の理想超我の奉仕・ロータリーの⽬的・4つのテスト・奉仕の理想

「職業奉仕」の理念
今の時代、これを実践しなければ

職業は成り⽴たない
静岡ロータリーのメンバーの皆様は

実践しているからこそ、ここにいます。

これからは、この理念はより⼤切になる。
ロータリーとして外に向けても

「職業奉仕」を実践していきましょう

標準ロータリークラブ定款

２．奉仕の第二部門である職業奉仕は、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。会員の役割には、ロータリーの理念
に従って自分自身を律し、事業を行うこと、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。

第６条 五大奉仕部門第６条 五大奉仕部門



◦幹　事　報　告◦

幹事　藤田博久君

２６２０地区より委嘱状が４名の方に渡されま

した。

牧田静二君　志田洪顯君

淺原諒蔵君　杉本忠重君

◦お  め  で  と  う◦

【誕生祝い】

●月●●日　杉山浩也さん

●月●●日　鈴木義行さん

【結婚記念日】

●月●●日　加藤正博さん・香子さん

　　
◦ス　マ　イ　ル◦

満席テーブル・・・粉川さん、小川さん、

佐々木さんの各テーブル

淺原諒蔵君　　

先週の新年例会にて、干支の置物をいただき、

うさぎのコレクションが増えました。ありがと

うございます。

内田健君

昨日、ここグランディエールにて娘が結婚式・

披露宴をやらせてもらいました。将来は娘夫妻

に弊社の群馬のオートバックスを継いでもらう

予定です。関係各位の方にはお祝をいただきあ

りがとうございました。娘の幸せを祈りスマイ

ルさせて頂きます。

鈴木礁君

米山功労者（第二回マルチブル）として表彰を

いただきました。ありがとうございます。

横山泰久君　

誕生日のお祝いありがとうございました。強烈

な●●歳となりましたが、●●歳の年は落ち着

いて穏やかに過ごしたいです。

杉山浩也君

お誕生の日祝いありがとうございます。●●歳

●●●●となりました。まだまだこれから頑張

りますので引き続きご指導よろしくお願い申し

上げます。

杉本忠重君

誕生日ありがとうございます。

◦出　席　報　告◦

例会日 全会員数
（出席計算人数）

出 席
会 員 数

欠 席
会員数

暫 定
出席率

1/16 108（107）
64 名

現地 63 名
Zoom 1名

44 名 59.81％

欠席した方は年度内にメイクアップしましょう！

なお、国際ロータリー理事会の決定事項に則り、それに

変更が無い場合は全会員出席扱いとします。

◦ゲ  ス  ト  卓  話◦

「パラスポーツの価値向上に向けて～静岡の可

能性を探る～」

一般社団法人パラスポーツ推進ネットワーク

理事・事務局長　平山豊さん

広報企画部長　松村英樹さん

平山豊さんよりパラスポーツの課題（経済負

担・練習場所不足・競技人口が少ない・選手の

高齢化）、競技団体の課題（人手不足・資金不足）

や雇用の問題、パラスポーツを推進すべき自治

体の問題について話があり、松村英樹さんより

パラスポーツにおける静岡県が担うミッション

やパラスポーツ推進ネットワークの活動概要に

ついて話がありました。


