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Ⅰ、職業奉仕の捉え方

Ⅱ、ロータリーの根幹としての職業奉仕

Ⅲ、今のＲＩの動きと職業奉仕

Ⅳ、職業奉仕をどう考える

本日の話の進め方



職業奉仕とは何をするのですか

社会奉仕とどう違うのですか

職業奉仕を一言で言うと、

どういうことですか

よく聞かれる質問



自分の仕事で奉仕すること（スキルの活用）

しっかり収益を上げて、納税を正しく行うこと

出前事業や会社見学で仕事の内容をアピール

被災地に無償で自社の商品を提供する

Ⅰ 最近の入会者の職業奉仕の捉え方



例会を休みますが、会社で職業奉仕をしておきます

例会を早退して、職業奉仕をしてきます

ロータリーの家族会で、会員の演奏家が破格の出演料を強制され、
職業奉仕と思って、我慢して欲しいと言われた

医者である会員が、被災地に行って無料診療したら、それは社会
奉仕だと言われた

このような話を、聞くことがあります



他の4大奉仕は、～に対して奉仕するとすれば意味が通じる

クラブに対して奉仕するのように分かりやすい

地域社会に対して、国際社会に対して、青少年に対して

職業に対して、では意味が分からない

では、職業を通じてとなると、社会へ奉仕するとなり、社会奉仕
との違いが分かりにくい。

職業（利己）と奉仕（利他）の違うベクトルの合成語である

職業奉仕という言葉について



① 職業サービスとしてとらえる

② 職業奉仕と社会奉仕の違い

③ ロータリーの目的と奉仕の理念

④ ロータリーの職業倫理について

⑤ 職業奉仕はどこで学ぶか

⑥ 結局 職業奉仕とは

Ⅱ 職業奉仕とは（ロータリーの根幹とは）



米山梅吉翁は、職業サーヴィスと訳していた

アーサー・フレデリック・シェルドン（販売学）

Ｈｅ ｐｒｏｆｉｔｓ ｍｏｓｔ ｗｈｏ ｓｅｒｖｅｓ ｂｅｓｔ．

最もよく奉仕するものは、最も多く報われる

職業サービスとしてとらえる



１９００年、青年弁護士ポール・Ｐ・ハリスはシカゴで信頼でき

る友達が欲しかった。（淋しかった）

当時のシカゴは荒廃し、騙すより騙される方が悪い、法を犯さな

ければ何をしてもよい、同業者はすべてライバルの風潮があった。

信頼できる４人の仲間と月２回、色々と相談しあえる会合を持っ

た。この時点では社交クラブの要素が大きかった。

ロータリーの始まり物語



ルールは２つだけであった。１９０５年

１．月２回の会合に出席すること

２．同業者は入れず、１業種1会員とすること

１．クラブメンバーの事業利益を増大させること

２．社交クラブに付随する親睦その他の必要事項を推進すること

カーター事件が起きた １９０６年の入会勧誘

奉仕か親睦かで紛糾

歌を歌うことで場を和ませる（ハリー・ラグルス）



・適正な価格

・経営者、従業員の接客態度

・品揃え

・公正な広告

・取扱商品に対する知識

・アフターサービス

シェルドンが持ち込んだサービス



サービス（販売）

新幹線の売り子さん、ホームセンター、ある耳鼻科の受付など

サービス（製造業）

電気シェーバー、シャンプーとコンディショナー、

自販機のボタン

サービスが悪いなぁ・・・・・（ ）が分かってないなぁ

職業奉仕（サービス）を考える事例



奉仕の心をもって、

あなたの職業を営みなさい

ポイントー１



もともグレーゾーンがあり、明確には言い切りにくい

Ｈｅ ｐｒｏｆｉｔｓ ｍｏｓｔ ｗｈｏ ｓｅｒｖｅｓ ｂｅｓｔ．

最もよく奉仕するものは、最も多く報われる

（事業繁栄のための職業奉仕の理念）

Ｓｅｒｖｉｃｅ ａｂｏｖｅ ｓｅｌｆ．（Ｆ・コリンズ）

超我の奉仕

（弱者を助ける人道的活動の理念）

職業奉仕と社会奉仕の違い



※新世代奉仕は現在青少年奉仕



良質な職業奉仕をする

⇓

幹が太る（企業の繁栄）

⇓

より大きな収穫ができる

⇓

より大きな対外奉仕ができる

ロータリーの樹を成長させる



パン屋さんの話

タクシー運転手の親切

事例ー２



奉仕の受け手の違いが

職業奉仕と

社会奉仕の違い

ポイントー２



ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕

の理念を奨励し、これを育むことにある。具体的に

は・・・・

１、意義ある事業とは？

２、意義ある事業を基礎とするのではない

ロータリーの目的と奉仕の理念



・超我の奉仕

・最もよく奉仕するもの 最も多く報われる

・他者への思いやり

・人にしてもらいたいことは

何でも人にしてあげなさい

奉仕の理念（理想）とは何か



あなたの幸せが 私の幸せ

あなたの喜びが 私の喜び

ポイントー３



あなたの幸せが私に幸せ

あなたの喜びが私の喜び

だけでよいのでしょうか？

ロータリーの職業倫理について



言行はこれに照らしてから

真実かどうか Is it the Truth?

みんなに公平か Is it Fair to all concerned?

好意と友情を深めるか
Will it build Goodwill and Better Friendship?

みんなのためになるかどうか

Will it be Beneficial to all concerned?

四つのテスト＝高潔性



あなたの商売に（は）

嘘や偽りは無いですか

全ての取引先に公平ですか

信用を高め、取引先を増やしますか

全ての取引先に利益をもたらしますか

四つのテストは高潔性だけ？



四つのテストを人生訓に使うのは理解をしてから

倫理とは、コンプライアンス＋道徳観＋思いやり

職業倫理と不祥事事件 業界だけの常識は通用しない

倫理観を持ちましょう



ロータリーバッジはステータスではない

正しく商売をしている高潔な人の証

ポイントー４



入りて学び出でて奉仕せよ

（米国 レイクプラッシッドＲＣ）

例会は職業奉仕を学ぶ場（懇親会の場ではない）

ロータリーの目的

知り合いを広めることによって、奉仕の機会とすること

職業奉仕はどこで学ぶ？



ロータリーの発生は社交クラブから

親睦と親睦活動は違う

親睦の目的は？（親睦をはかって奉仕の友をつくる）

心通じ合う仲間だから強いクラブができる

例会（集い）によって奉仕の心や倫理観が培われる

奉仕と親睦について



ロータリーソングの中の歌詞

奉仕の理想に集いし友よ・・・・・・奉仕の理想

おぉロータリアン 我らの集い・・・我らの生業

ここに集いし我らは・・・・・・・・インターアクトソング

集いを大切にしよう



例会は奉仕をともにする

仲間づくりの場である

ポイントー５



職業奉仕を念頭に

相手の立場に立った職業活動を行い

相手の喜びを自分の喜びとしながら

職業人としてより高い倫理の向上に務め

世の中に広めてゆくこと

職業奉仕とは



奉仕に集える 我らは望む

正しき道に 果（このみ）をとると

人の世こぞりて 光を浴みつ

力を協（あ）わせて 争い忌むを

おぉロータリアン 我らの集い

我らの生業 （２番）



職業人として、正々堂々と王道を貫いた

ご褒美が、各自の企業の繁栄につながる

恩師 圡屋亮平（松戸ＲＣ）先生の教え



損得より善悪を考えよう

（思いやりの心と４つのテスト）

ポイントー６



ロータリアンとして、会員である根幹としてきた、職業奉仕が今

なぜ、薄れゆく存在になっていくのか？

・日本のロータリークラブの拡大と世界のロータリーの拡大

・ＲＩの大きな戦略転換（２０１５年 理事会）

Ⅲ 今のＲＩの動きと職業奉仕



１９２０年 東京ロータリークラブ創立

１９２２年 大阪ロータリークラブ創立

１９２３年 関東大震災

ロータリーは、地域の経済界（財界）の要人を中心に、会員を広げていった

近江商人の≪売り手よし、買い手よし、世間よし≫と相通ずるところがあった

（４つのテストの内容、特に、みんなのためになるかどうか）

社交クラブ、親睦第一

奉仕の理念を学ぶのであって、行動を特に社会にアピールするものでない

職業奉仕が経糸（縦）、その他の奉仕は緯糸（横）

日本のロータリーの歴史



ロータリーは

時代に追いついていか

なければならない

ロータリーは

時代に適応

しなければ

ならない

ロータリーは

将来への備えができて

いなければならない

ＲＩの戦略転換（２０１５年）



見える奉仕・汗をかく奉仕（個人事業での奉仕は？）

公共イメージの向上

会員増強

寄付金（活動資金）の増加

ＲＩが求めるもの



職業奉仕と社会奉仕と青少年奉仕は同じ？

パン屋さんが、パンを焼いて個人事業で奉仕する

パン屋さんが、休日にパンを焼いて施設に無償提供する

パン屋さんが、子どもたちにパンを焼いてみせて、パンのことを
色々説明する（技術を伝える・食料の意義を考えてもらう）

職業奉仕は崩れだした？



職業分類の廃止

メークアップの期間の年度内への緩和

ローターアクトの会員への引き上げ

多様性と柔軟性という言葉は何を示すのか

定款細則の緩和



職業に従事しない会員が増えた今、すべての人に職業奉仕を強い
ることはできない

しかし、職業奉仕の本質（職業奉仕と職業倫理）を理解すること
はできる

職業は単に利益を求める活動ではない

事業（企業）は、将来の人づくりに励まなければならない

Ⅳ 職業奉仕をどう考える



いわば、職業奉仕の人づくりモノ作りは、未来の世界を作ること
である。

それは青少年と共に歩む道であり、先駆者が示す道である。

我々の職業奉仕の究極は未来ある青少年の世界を作る奉仕である。

いわば、青少年奉仕が職業奉仕の究極の目的であるともいえる



日本のロータリーの発展について

社交クラブ ステータス

経営の役に立つ話

人脈づくり友人作り

安らぎの場

43



良質な職業奉仕を行う

⇓

幹が太る（企業の繁栄）

⇓

より大きな収穫ができる

⇓

より大きな対外奉仕ができる
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目に見える奉仕を行う

⇓

公共イメージの向上

⇓

会員拡大・支援者増加

⇓

より大きな見える奉仕
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今のロータリーに必要なこと

職業奉仕の正しい理解
（納税や寄付するだけで良いのか？）

もし善意のない職業奉仕はただの金もうけである

善意＝思いやり＝愛

（自分の職業スキルを活かす奉仕だけでよいのか？）

奉仕の理念の実践
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・最もよく奉仕するもの最も多く報われる

・超我の奉仕

・他者への思いやり

・人にしてもらいたいと思うことは何でも、

あなたも人にしてあげなさい
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奉仕の理念（理想）



ロータリーの奉仕は、奉仕の理念の実践である

どの奉仕が一番ということはない

思いやりの心（奉仕の心）は皆さんが持っているものです。

それを意識するかしないか、実際に示すかどうかである

私は思う



ロータリーは

奉仕の心＝思いやり、の実践である

思いやりは手を差し伸べて完結する
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ご清聴ありがとうございました
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