
◆点 鐘

◆ロータリーソング：我等の生業

◆ゲスト：

国際ロータリー第２７１０地区

パストガバナー 大之木 精二様(呉ＲＣ）

◆会員数：３６名（免除者：２名）

◆出席者：２７名 ◆ 欠席者： ６名

◆メイク： ３名 ◆ 出席率：８５．７１％

◆特別スマイル

・大之木精二様

・大之木精二様（卓話御礼をスマイルへ）

・大之木パストガバナー本日はご多忙の中お越し

くださいまして有難うございます。 (菅 義尚)

・大之木パストガバナーの卓話を歓迎します。

（大森 寛)

・広島東洋カープ優勝おめでとう。クライマック

ス・日本シリーズと試合があります。頑張って

下さい。 (菅 義尚)

・カープが日本一になるまでは喜びません。

(市川重雄)

・広島東洋カープ優勝おめでとうございます。そ

して有難うございます。 (尾野剛章)

・カープ優勝おめでとう。ＣＳもきっちり勝って

日本一になるぞ!! (堀越賢二)

幹事 宮本 和彦

・９月２２日(木）は祝日の為休会です。

会長 菅 義尚

９月１０日広島東洋カー

プ２５年ぶりのリーグ優

勝おめでとうございます。

週報と一緒に衣笠さんの

プリントがあります。一

読下さい。

彼とは私が学生時代に大

学の隣に平安高校があっ

て練習を見ていた頃からのご縁です。１０日の優

勝の翌日朝６時過ぎにこのファックスを送ってく

れました。クライマックス、日本シリーズで負け

ないで日本一になってファンの皆様ともう一度ビー

ルかけをしてほしいです。

今日は卓話にお忙しい中、呉ＲＣの大之木パスト

ガバナーにお越しいただきました。大之木パスト

ガバナーと私のご縁は市川会員が忠海高校ＰＴＡ

会長の時に元会員で亡くなられた丸井さんとのご

縁で広島県教育委員長であられた大之木パストガ

バナーにお会いして色々ご相談をさせてもらい、

今の忠海高校があります。その節は有難うござい

ました。後程卓話を宜しくお願い致します。

９月は彼岸の月です。暑さ寒さも彼岸までと申し

ます。彼岸は梵語（古代インドの仏教語）パーラ

ミタ（波羅密多）を訳したもので、此岸（煩悩に

満ちたこの世）から悟りの世界である彼岸（涅槃）

の世界に至る（至彼岸）ことを意味します。お彼

岸は春と秋との2回あり、春分・秋分の日を中日と

し、前後3日を合わせた7日間をいいます。ご先祖

さまや自然に感謝をささげる仏道精進の期間で日
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本日のプログラム ９月２９日 次回のプログラム １０月６日

がん予防啓発推進委員会 外部卓話
竹原市健康福祉課「竹原市出前講座」

誕生祝・各会員各記念日祝
誕生月該当者会員卓話

【 ２０１６年９月１５日 第２５３７回 例会記録 】
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本独自の仏教行事です。お彼岸にはお寺の法要や

お墓参りに行き、亡き人へ思いをはせ、感謝のま

ことをささげます。古くは聖徳太子の頃から始まっ

たともいわれ、古い記録では『日本後記』に「延

暦二十五年三月辛巳の条」に、「奉爲崇道天皇。

令諸国国分寺僧春秋二仲月別七日。讀金剛般若經」

とあり、崇道天皇（早良親王）の供養の為に諸国

の国分寺の僧を集め、法要をしたことが記され、

彼岸のはじまりとする説もあります。農耕文化の

日本では古来より、昼夜の時間が同じで、真東か

ら太陽がのぼるこの時節に自然の恵みに対する感

謝をささげる風習があり、これらと仏教の教えが

結びついたと考えられています。

私は浄土真宗ですので、お説法を開いて門徒の方々

にお参りをして頂いて説教を聞いてもらっていま

す。お墓参りや、お寺の法話に参ってご縁をして

下さればと思います。

◆がん予防啓発推進委員会 委員長 鴨宮 弘宜

９月２９日の外部卓話は

竹原市健康福祉課より出

前講座を行って頂きます。

行政が行っている予防・

啓発をご紹介して頂くこ

ととなっております。ご

出席の方宜しくお願い致

します。

『職業奉仕理解の為の要点について』

国際ロータリー第２７１０地区

パストガバナー 大之木 精二様

皆様こんにちは。呉ロータリークラブの大之木で

ございます。前年度Ｇ９ガバナー補佐の市川さん

にＩＭへお招きいただいて早いもので５か月が経

とうとしています。菅さんからＰＥＴＳの際に自

分が会長になった時には是非竹原ＲＣでお話をし

て頂きたい旨の依頼を受けました。本日は職業奉

仕について少しでも皆様方に御理解いただけるよ

うにお話をしてみたいと思っております。またさ

らに規定審議会のことも触れて欲しいとのことで

すのでお時間を頂きまして規定審議会のポイント

についてお話ししたいと思います。演題は『職業

奉仕理解の為の要点について』でＡＢＣＤ４つの

視点からご説明させて頂きます。

Ａ．「職業奉仕」が分かり難い理由

１．ロータリーが何かよく分っていない。

イ．ロータリーは基本的には一つの人生哲学であ

り、それは利己的な欲求と、義務及びこれに

伴う他人の為に奉仕したいという感情との間

に常に存在する矛盾を和らげようとするもの

である。（決議23-34）

ロ．「ロータリーとは、意義ある事業の基礎とし

て奉仕の理念を奨励し、これを育むことを目

的とするものである。」

（「ロータリーの目的」）

ハ．「ロータリーは、宗教でもなければこれに類

する何ものでもない。古来からの道徳観念を

私達の生活の中に、就中職業生活の中に生か

していくことである。」（ポール．ハリス）

※「ロータリーとは、会員の職業を通じて世の中

に倫理を広め、世の為人の為に尽くそうとする実

践倫理運動である。」これは私の定義ですが、ロー

タリーとは、一言では何か、倫理運動であると是

非覚えて欲しいと思います。ロータリーは実践倫

理運動である、これが分かりませんと職業奉仕は

なかなか理解がし難いのではないかと思います。
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元会員の今井敏明様より無花果を頂きました。皆
様に宜しくお伝えくださいとのことです
市川会員よりカープ優勝をお祝いしてカステラを
頂きました。ありがとうございます。



２．「職業奉仕」は相反する言葉の合成語の為分かり難い

「職業奉仕」は相反する言葉の合成語の為分かり難い、大変矛盾しています。

・職業⇒自分の為⇒利益の追求

・奉仕⇒他人の為⇒自己犠牲

両者のエネルギーは全く逆方向です。これを引き付けて職業奉仕という言葉を作ってしまっている。矛盾

しているんですね。

・職業⇒打算の世界⇒価値を求める

・奉仕⇒愛情の世界⇒価値を求めない

人の心のあり方が真反対です。職業は自分の為、奉仕は他人の為、これを引っ付けたのが職業奉仕という

大変矛盾に満ちた言葉で分かり難い一つの原因であろうと思います。

３．「職業奉仕」は一本の大木ではなく、多くの樹木から成る森であること。

・「職業奉仕」の解説（表現）の仕方が人によって異る為、混迷することがある。

職業奉仕はポール・ハリス一人だけの理論ではありません。シェルロンだけでもありません。ロータ

リーは110年を越えました。職業奉仕も多くのそういう人たちの論理が集合したもので一人の意見で

はない。

Ｂ．ロータリーにおける奉仕理念の芽生え

１．発足当初のシカゴRC

イ．親睦と会員同志の互恵取引のエゴイズムグループ

ロ．エゴイズムグループに対する内部反省と外部批判

ハ．ドナルド・カーター事件に起因する対外奉仕理念の導入→定款の目的が3つ

ニ．最初の社会奉仕活動― ２ヶ所の公衆便所設置

２．弱者救済的な奉仕活動

イ．伝導牧師の馬車の

ロ．新聞売りの少年への同情

ハ．親睦で培ったエネルギーを社会に向って放出し、世の為人の為に尽くす。

３．親睦派と社会奉仕派との確執

イ．親睦派：シカゴRCは親睦中心の運営がよい。（ハリー・ラグレス）

社会奉仕派：社会の役に立つRCでなくてはならない。（ポール・ハリス）

ロ．全米RC連合会の結成（1910年）

・全米16RCの連合体をつくり、奉仕と拡大の重点を移行した。

・ポール・ハリスが初代会長

Ｃ．「職業奉仕」の誕生

１．「職業倫理」への目覚め

イ．ロータリーだから出来る奉仕―職業人の集まりだから職業を通じて社会に尽くす。その為には勤

勉、正直、公正、相互尊重、思いやりの理念を職業にこめることが根底になくてはならない。

ロ．最初の「ロータリークラブの綱領」が全米RC連合会で採択され、その第4項「進歩的で尊敬すべ

き商取引の方法を推進する。」ことが、ロータリーにおける職業倫理の第一歩となった。

ハ．「倫理」 「倫」：仲間、人の集まり 「理」：ことわり、道 ←人の守るべき道理である

ニ．「三方よし」（近江商人の職業理念）：作って喜び、売って喜び、客が喜ぶ

２．「職業奉仕」における２つの思想

イ．プロテスタンティズム（キリスト教の新教の教義）の職業観

・職業は神から与えられた神聖なもの（Beruf－天職）と考え、自分の欲望を抑えて勤勉、節約、奉仕、

忍耐をもって仕事に精励するよう説いた。

・この厳しい職業観が、自分の為だけでなく、他人の為にもなるという思想に発展した。

・17世紀初頭英国から新天地を求めてアメリカ大陸に渡来、ニューイングランド地方に定住したプロテス

タント達の敬虔な信仰心が、その地で幼少年期を過ごしたポール・ハリスに影響を与えた。

・「ロータリーは、私の少年時代にニューイングランドの人々の特性であった寛容と善意と奉仕の精神か

ら生まれたものであり、私はその精神のうち自分の中にあるものを全て、自分なりに、他の人々に与え

ようとしてきました。」（ポール・ハリス）

・ロータリーの奉仕理念に、プロテスタントの禁欲的な職業倫理が加わって、職業奉仕の確立に繋がった。

ロ．シェルドンの職業奉仕

・A.F.シェルドンが1908年シカゴRCに入会、彼がシェルドン・ビジネスス クール（1902年設立）で教

えていた販売学、即ちサービス理念を中核に儲けを最優先する商売から脱して、他人の為になる、他人

の立場を尊重することが、事業の成功につながることを力説した。

・シェルドンは、当時のシカゴにおいて、持続して繁栄する企業に共通 してみられる特徴のことを「サー

ビス」と称した。 ※＜サービス：常に他人のことに配慮し、他人の役に立つこと＞
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・良品質の商品、経営者と従業員の顧客に対する良心的な態度、責任感、公平感等が全てサービス。

・これらがリピーターとなる顧客の増加と、新規顧客の開発という好循環を生み、利益を増やして企業の

永続的発展と成功を保証する。

・事業上得た利益は、これを経営者が一人占めするのではなく、関係した全ての人々、即ち従業員、顧客、

協力業者、同業者等に適正に配分する。

・これを実践した企業は、結果として高い職業倫理を備えた企業となる。

・同業者はこれを見習うことで、やがて業界全体に職業倫理 の高揚をもたらす。

・こうした思想の総称が“He profite most who sevces best”である。

・シェルドンのこの標語が1911年ポートランド大会で採択、同時に発表された“Service above self”

（F・コリンズ）と共に大会決議となった。

・1950年RIデトロイト大会で、此の２つの標語がロータリーの正式モットーとして承認された。

「超我の奉仕」－奉仕の哲学

「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」－実践倫理原則

・「４つのテスト」（ハーバート・テーラー）：職業奉仕の物指し

ハ．ＲＩの職業奉仕論

RCは、夫々の職業分野で高い見識と業績を積み上げてきた企業経営及び専門職業人の集りである。そうし

た人々が互いに切磋琢磨し、自らの人間性と職業倫理の更なる向上に努めることが職業奉仕の基準である。

自らの企業において倫理にかなった事業を営むことが、顧客の満足と感謝を生み、企業の信用を高め、結

果として自己の企業の安定的且つ永続的な利潤の確保となって、企業の存続的発展をもたらす。

自らの職業の専門知識と経験を通じて互いの知恵を交換し、同業者団体の発展に寄与して地域社会や国際

社会に貢献していくという考え方も含んでいる。

Ｄ．「職業奉仕」の実践

１．奉仕理念に基いて、継続的に利益をもたらしてくれる顧客を確保する為に行う全ての行動、それこそ

が実践である。

２．実践の要諦

イ．自分の職業に、誇りと愛情をもつこと。

ロ．経営に最大の努力を傾注すること。

ハ．ロータリアンが経営者であることの自己点検

ニ．「４つのテスト」に基く経営の点検

ホ．従業員教育を通じての職業倫理の浸透

『２０１６年規定審議会最大のトピックス』

◎「柔軟性」という「例外規定」の導入

〔今回のキーポイントとなった制定案〕

１．例会と出席に柔軟性を認める件（16-21）

２．会員身分に柔軟性を認める件（16-36）

１．（16-21）<RI理事会提案>

・RC定款第6条・会合・第1節-例会

a．毎週1回、細則に定められた日及び時間に、定規の会合を開かなければならない。

↓

・クラブ例会頻度と出席に関する規定をクラブ細則で定める（任意）

・但し最低1ヶ月に2回は開催しなければならない。（義務）

・最低月2回を前提に、任意に開催できるということは、週に1回だけでなく2回以上例会を開催でき

ることも可能となる。

・又、RC定款第9条の出席規定も、クラブ定款とは異る方法を細則で決めてもよいことになり、例会

出席を厳しく問わなくてもよいとする細則もあり得る。極論すれば、例会に1回も出席しなくても

退会にならない文言を、細則で例外として認められることになる。

２．（16-36）<RI理事会提案>

・RI定款第5条・会員・第2節―クラブの構成

（a)～(ｄ)にわたり正会員の身分規定を示しているが、これはそのまま存置した上で次のように改訂。

・第5条・会員・第3節―会員身分の例外規定

クラブは、第5条第2節に従わない会員資格に関する規定や要件を採用することができる。かかる規

則や要件は、この定款のこれらの節に定める規定や要件よりも優先されるものとする。

会員身分をクラブ独自で決定できる。(任意) 正会員と名誉会員の分類は残り、職業分類を削除す

るものではない。
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