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初期のロータリー
会員の相互扶助（助け合い）と親睦のみを
目的としていた。
① 会員相互の取引（原価の取引）
② 対外的宣伝協力
③ 営業上の知恵の交換
例会毎に会員間の具体的取引な記録を発表
奉仕理念の確立
１９０６年 ドナルド・カーターの入会
社会に対する奉仕理念を提唱
１９０８年 アーサー・フレドリック・
シェルドンの入会
今日の職業奉仕理念を提唱
商取引は，売り手と買い手の満足感の上に成り立つ
長期的に商売を成立させるためには，相互に信頼関係を確立する。
「He profits most who serves best.」
（最もよく奉仕するものが，最も多く報いられる。）
１９１１年 フランク・コリンズによる提唱
「Service, Not Self」（自己を犠牲にしての奉仕）
「Service, above Self」（超我の奉仕）奉仕第一，自己第二
道徳律の制定
１９１５年 サンフランシスコ大会での決議
「全分野の職業人を対象とするロータリー職業訓」（ロータリー道徳律）
大変高度な職業倫理を述べているが，あまりにも宗教性が高いということで
１９８０年シカゴでの規定審議会で削除された
１９８７年と２００１年 ２６８０地区大会での決議
「ロータリー職業訓」
奉仕の実際の方向づけ
１９２３年 奉仕の実践に関する決議３４条第１項
「ロータリーの奉仕の理想（Ideal of Service）とは，

会員

利己と利他との調和を目的とする人生の哲学である。」
利己的な欲求と他人への奉仕感情
この相反する二つの心の葛藤を調和
１９４２年 ハーバート・テーラー「四つのテスト」
１９４３年 パーシー・ホジソン「奉仕こそ我が務め」

東洋の実業倫理と因縁論
①易経（東洋思想の原点・陰陽道）
「積善の家に余慶あり，不積善の家に余殃あり」
②伝教大師最澄（７６７年−８２２年）
「道心の中に衣食あり」
③日蓮上人（１２２２年−１２８２年）
「人に物を施せば，わが身の助けとなる。
たとえば，人のために火を灯せば我が前明らかなるが如し」（食物三徳御書）
④道元禅師（１２００年−１２５３年）
「愚人思わくは，利他を先にすれば，みずからが利はぶかれぬべしと。
しかにはあらざるなり。利行は一法なり。あまねく自他を利するなり。」
（他人の利益を図る行為は，おのずから自利となる。）
⑤昔から，「情けはひとのためならず」
二宮尊徳（１７８７年−１８５６年）報徳教（二宮翁夜話）の教え
「たとうればこの湯船の湯の如し。これを手にて己が方に掻けば湯わが方に来るがご
とくなれども，みな向こうの方へ流れ帰るなり。これを向こうの方へ押すときは，湯
向こうの方へ行くがごとくなれどもまた我が方へ流れ帰る。少しく押せば少しく帰
り，強く押せば強く帰る。これ天理なり。それ仁と言い義というは向こうへ押すとき
の名なり。我が方へ掻くときは，不仁となり不義となる。」
「人体の組み立てを見るがよい。人の手は自分の方を向いて自分に便利にできている
が，また向こうへも向き，向こうに押すことができる。これが人道のもとだ。鳥や獣
の手は，人と違って，ただ自分のほうへ向いて自分に便利にできているだけだ。人た
るものは，他人のために押す道がある。それなのに，自分の方へ手を向けて，他人の
ために押すことを忘れるのは，人にして人でない。すなわち禽獣である。恥ずかしい
ことではないか。ただ恥ずかしいばかりでなく，天理に反するから，ついには滅亡す
る。だから私は，常に，奪うことには益はなく，譲ることに益がある。譲ることに益
があり，奪うことに益はない。これが天理である。よくよく味わってほしい。」
「商法は売って喜び買って喜ぶようにするべきである。売り手が喜び，買い手が喜ば
ないようでは道ではない。買い手が喜び，売り手が喜ばないのも道ではない。貸借の
道も同じだ。借り手も喜び，貸しても喜ぶようにすべきである。借り手は喜ぶが，貸
し手が喜ばないようでは道ではない。貸し手は喜んでいるが，借り手が喜ばないのも
道ではない。あらゆることはみなこのようである。私の教えはこれを法則とする。」

近江商人の「三方よし」
商売の基本は，「売り手よし，買い手よし」の売る人・買う人双方が喜ぶということ
のほかに，「世間よし」として，社会的に正当な商いをすること，すなわち「三方よ
し」が商売の秘訣。
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石田梅吉（１６８５年−１７４４年）石門心学
仁（相手を思いやる心） 義（人として正しい心）
礼（相手を敬う心） 智（知恵を商品に生かす心）
という四つの心備えれば，
お客の「信（信用・信頼）」となって，商売はますます繁盛する。
商売の極意論
「満足」という商品と「感謝」という対価
「真実」という商品と「信用」という対価
世間から高い評価を得て，結果として永続的，安定的な利潤を獲得できる。
これら日本古来の実業倫理と，ロータリーの職業奉仕・職業倫理との違い。
実践の裏打ち
すなわち，例会での会員相互の親睦と切磋琢磨のなかで，互いに自己研鑽をとげ，自
己の職業倫理を高めていくところです。
「入りて学び，出でて奉仕せよ」

職業奉仕とは，
第一に，自分たちが仕事を行う上で，奉仕の理想を体現すること
第二に，自分たちの事業及び専門職務において，知り合ったロータリアンではない
人々に，，奉仕の理想を分かち合うことです。
奉仕の理想とは，
「他人のために奉仕することが，やがて自らの人生を照らし，自分の人生を豊かに
し，ひいては自分の職業を隆々と栄えさせる。」
他人のことを思いやり，他人のために尽くすこと。
第一のモットー
Service Above Self

超我の奉仕

第二のモットー
He profits most who serves best. 最もよく奉仕するものが，最も多く報いられる。
職業奉仕の実践倫理のモットー
ロータリー職業訓
１９１５年のサンフランシスコにおける国際大会の決議によって採択された「ロー
タリー道徳律」は，その後１９２２年に至り，国際ロータリー細則第１６条の規定に
よって規範的効力を附与されたにも拘わらず，１９８１年１月１日以降，国際ロータ
リーにてその効力を失うに至った。われわれは，この道徳律の崇高な理念に深く共鳴
するが故に，このことを甚だ遺憾に思うものである。
そもそもロータリーは，全世界の全てのロータリアンの共有するところであって，
その思想の実態は，利己と利他とを調和せしめんことを目的とする一つの人生哲学と
もいうべく，ロータリアン個人のあらゆる社会関係において常に適用せらるべき行動
哲学である。それは，生きとし生けるものに対する限りなき愛の心に基づくものであ
り，この心は，ロータリアン相互の切磋琢磨によって培われ，自己研鑽に励むロータ

リアンの世界において適用せらるべき根本原理である。
われわれは，この原理を再確認すると共に，自己の職業の社会的責任を深く自覚
し，愛の心をもって職業を営むことを誓うものである。
1. すべての職業は，これを天職と心得，自己の職業に誇りをもつと共に，人の職業に
対しては心からなる敬意を払うべきこと。
2. およそ職業は，自然の摂理に従って営まれなければならず，徒に効率のみを重んず
るのあまり，それが自然の摂理に反することにならないよう常に謙虚なる心をもつ
べきこと。
3. 自己の職業にかかわる全ての人々と，互いに人間関係を尊重することが職業の繁栄
につながることを自覚し，相互に満足と感謝と信頼の心がかよいあるよう心がける
べきこと。
4. 職業によってもたらされる所得は，適正な対価または正当な対価または正当な報酬
に基づくべきものであり，もし，これに反する不正または不当な慣行のあるときは
それを排除するために，たゆまざる努力をなすべきこと。
5. 自己の製造もしくは配布する物品または自己の提供する労務もしくは知識について
は，それを受領する人のために，打算を超えた責任を自覚すべきこと。
6. 自己の職業の繁栄は，同業者の繁栄と共にあることを自覚し，常に業界の倫理基準
を高めることに努め，もって共存共栄の道を模索すべきこと。
7. 職業を営むに際しては，常に人のためにも涙を流す心を失うことなく，かりそめに
も，人の涙の上に自らの幸福を求めることのないよう心を配るべきこと。

紅葉が色鮮やかに私達の心をとらえる季節を迎えており
ます。連休を利用して広島方面へ紅葉狩りに行って参りま
した。紅葉を見に来たのか，人の群れを見に来たのか判ら
ない程，大勢の人々で賑わっておりました。車の渋滞に
は，随分と閉口させられました。
広島へ行った機会に，平和記念公園に足を運んで見まし
た。何年か前に，私の母校である関西学院の不心得な学生によって，平和記念公園の
中の千羽鶴が放火されるという事件がありました。当時は，随分と話題になったもの
でした。当時の状況を思い起こして，心を痛めながら千羽鶴の設置コーナーを訪れて
見ました。事件の痕跡は何も残っていませんでした。訪れた人々は，それぞれの思い
で千羽鶴に向き合っていたようです。
広島平和記念資料館にも足を運んでみました。資料館を訪れる毎に，ハイテク技術
を縦横に使用し，展示が益々スマートになってきているとの印象を受けました。私が
最初に資料館を訪れた４０年余り前には，建物も現在のように立派なものではなかっ
たように思います。展示品からは，爆撃当時の悲惨な光景が直接心に響いてきたよう
に記憶しております。
それにしても，私達人類は，何時になっても戦争と縁を切ることができないようで
す。「こちらから戦争を仕掛けなければ，戦争は起きない。交渉によって戦争は回避
できる。」と主張する人もいるようですが，そんなに単純なものなのでしょうか？
なかなか一筋縄では行かないと思います。戦争回避について考えさせられる旅となり
ました。
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大橋
鹿間

田中伸明会員，本日の卓話，楽しみにしてお
ります。

行雄

田中伸明さん，本日の卓話よろしくお願いし
ます。楽しみにしています。

岡本

崇司・竹原

俊三

田中伸明会員，本日の卓話ご苦労様です。

田中

伸明

勝之

ホームクラブを長く欠席していましたので。

増田耕太郎・中谷
京谷 愼平・柿木

利幸・矢野
國夫

1. ソロプチミスト加古川のバザーチケッ
トのご購入をお願いいたします。

花を飾りましょう。

隆弘・岩崎

勇人

2. 回覧その他
① ロータリーレートが再度変更になりま
す。12月より１ドル96円です。
② 高砂市国際交流協会より，11月16日に行
われました国際交流会参加に対する礼状
が届いております。

変更内容

日

プロバスクラブとの合同例会のため

12/9
（火）
時間変更

〃

年末家族例会のため

12/16
（火）

〃

祝日のため休会

12/23
（火）

〃

休会
（定款第６条第１節ｃによる） 12/30
（火）

加古川ロータリークラブ

明石西ロータリークラブ

クリスマス家族会のため

時・場

休会
（定款第６条第１節ｃによる） 12/25
（木）

〃

祝日のため休会

1/1
（木）

親睦家族例会のため

12/17
（水）
移動例会

〃
加古川中央ロータリークラブ
〃

所

12/18
（木）
⇒12/20
（土）
移動例会

〃

明石ロータリークラブ

聡

早退致します。

通算１３８３回

クラブ名

伊藤

井野

本日，卓話をさせて頂きます。

第１９回

卓司

休会
（定款第６条第１節ｃによる） 12/31
（水）
年末家族例会のため

12/18
（木）
移動例会

休会
（定款第６条第１節ｃによる） 12/25
（木）

プログラム予定
１２月３日（水）

１２月１０日（水）

１２月１７日（水）

１２月２３日（火）

上期事業報告

年次総会
上期事業報告

卓 話
廣瀬 明正 会員

新世代会議
於：高砂市青年の家
体育館
【新世代委員会担当】

例会記録 2008. 11. 26（水）通算1459回
ソ

ン

グ

「我等の生業」「歓迎歌」

四つのテスト

雑誌広報委員会

渡辺弥生委員長

来訪ロータリ
アン報告

植
妹

様（高砂R.C.）
様（高砂R.C.）

出席報告

11 月19日 会員数 52 名 欠席者 8 名 出席率 84.62％＜修正による＞
（この内出席免除者9名）
11 月26日 会員数 52 名 欠席者 10 名 出席率 80.77％
（この内出席免除者9名）
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