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本日のプログラム

第1034回（本年度 第16回）例会

次回 11/6 のお知らせ

♬SONG : 「４つのテスト」
■台北福齢RC姉妹クラブ締結
　10周年記念例会
　　17：30～　例会
　　18：10～　記念式典
　　18：40～　祝賀会
　場所：桜苑

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　委員会報告
■次年度理事・役員発表

会長挨拶
会長　下岡 陽一郎

　皆さま、こんにちは。大阪東RCより中本様、大阪天満橋RCより辰巳
様、ようこそお出で下さいました。どうぞごゆっくりお過ごし下さいませ。

　また来週入会予定の藤本様がお越しになられております。若手の
方の御入会ということで非常に喜んでおります。来週の例会時に入会
式を行いたいと思っております。そして来週の例会は台北福齢RCと
の締結10周年記念式典がございます。皆さまのご協力を宜しくお願
い致します。
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　7月1日より会長職を仰せつかりましてから、はや
4ヵ月が経過しましたが、会長挨拶時の際にロータ
リーに関するお話が少なかったと思います。本日は
ロータリーのお話しを少しさせて頂きます。

　ロータリーの目的は、「国際ロータリー定款」およ
び「標準ロータリークラブ定款」に定められています。
目的は、団体の立場や目的などを要約して列挙した
ものです。ロータリーの目的は、有益な事業の基礎と
して奉仕の理想を鼓吹し、これを育成し、特に各項を
鼓吹、育成することにあります。

第一に、奉仕の機会として知り合いをひろめること。

第二に、事業および専門職務の道徳的水準を高める
こと。あらゆる有用な業務は尊重されるべきであると
いう認識を深めること。そしてロータリアン各自が、業
務を通じて社会に奉仕するために、その業務を品位
あらしめること。

第三に、ロータリアンすべてが、その個人生活・事業
生活、および社会生活に常に奉仕の理想を適用する
こと。

第四、奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携
わる人の世界的親交によって、国際間の理解と親善
と平和を推進すること。

　冒頭の“有益な事業の基礎として、奉仕の理想を鼓
吹し、これを育成し”の部分が目標の骨子です。ロー
タリアンが携わっている社会的有益な事業の根底
に、『奉仕の理想』を置くことを、大いに奨励し育て上
げることがロータリーの目標です。奉仕の理想とは、
「他人のことを思いやり、他人のために役に立とうと
する気持ち」です。

　私たちも、この四つの目的を念頭におきまして、ロー
タリアンとして全うして頂きたいと思っております。

　最後に、この定款が「ロータリーの目的」に変更さ
れており、あらためて「ロータリーの目的」をご説明さ
せて頂きます。

2014-15年度第1033回（第15回例会）
幹事報告 (10/23)

幹事  辻　 義光

■本日13時より職業奉仕委員会クラブフォーラムを行

います。福田委員長よろしくお願いします。

■10月30日（木）台北福齢RC姉妹締結10周年行事を

行います。当日は夜例会です。

■10月31日（金）台北福齢RCと京都観光、夜は料亭ち

もとにて食事します。

　ご出席される方、よろしくお願いします。

■11月1日（土）16時より大阪鶴見RC創立30周年式典

が太閤園で行われます。

　会長、幹事出席いたします。

■クラブロータリー財団委員長会議が開催されます。

　1． 日時　2014年11月1日（土）　13：30～15：45

　2． 場所　薬業年金会館601号室

　ロータリー財団委員長、出席お願いします。

■11月6日（木）委員会報告です。各委員長よろしくお願

いします。

■11月12日（水）第3回IM6組睦輪会があります。幹事

出席します。

■11月15日（土）成美学寮にて餅つき大会があります。

今年は大阪天満橋RC・大阪大手前RCとの三世代合

同の社会奉仕事業として行います。多数のご参加お

願いします。

■55歳以下のロータリアンを対象とした「第2回若手

ロータリアン研修セミナー・懇親会」が開催されます。

　前回好評につき2回目が開催されますが、開催趣旨

は10年後のリーダーを作るということと、若手の会員

にロータリーについて知っておいて欲しいことを集中

的に研修したいということです。

　地区クラブ奉仕・拡大増強委員長の福田会員が担当

しています。

　1． 日時　2014年11月18日（水）18：00～20：30

　2． 場所　ヴィアーレ大阪

　3． 登録締切　11月4日（火）まで

■「第5回国際ロータリー第2660地区米山奨学生ふれ

あいスピーチコンテスト」で郭名純さんが発表します。

　1． 日時　2014年11月8日（土）13：00～16：00

　2． 場所　ホテルニューオオタニ大阪

　皆様、ぜひ応援お願いします。



職業奉仕クラブフォーラム

福田 忠博 委員長

1．ロータリーの誕生

ロータリークラブは1905年「友情とビジネスを混ぜ
合わせたら友情もビジネスも増えるのではないか」と
いうアイディアの基に3人で発足した。

その際は、同業者の親睦の難しさをポールは痛感し
ていたので、競争相手とならない友人の輪を作り出
そうと会員を一業種一人に制限した。

これによって、他の会員から商売上の利益を得ること
を目的として入会したような人でもクラブ内の温かい
雰囲気に包まれて利益よりもっと満足できるもの「親
睦」を見出すことが出来るようになった。

他の会員との交流の中で、友情を育て互いに協力し
て地域が抱える課題の解決を支援できるようになっ
た。ともに行う奉仕活動が一層親睦を深めロータリー
は親睦と奉仕の融合の場となった。この職業分類制
度によって会員は、クラブに対しては自己の職業の代
表者としての責務を負うことになり、また、ロータリア
ン以外の人に対しては、日常の仕事を通じてロータ
リー精神を普及する責務を負うことになる。

この2つの責務が職業奉仕の基盤となった。

2．奉仕の理想

奉仕の理想は「ロータリー綱領（目的）」の中にある
Ideal of Serviceを直訳したもので奉仕という日本語
は、serviceという概念を正確には表現していない。
Ideal of Serviceという言葉で英語圏の人が頭に思い
浮かべる概念と同じ概念を我々は「奉仕の理想」とい
う言葉で頭に浮かべる必要がある。そこで、serviceと
いう概念を正確に知る必要がありsrviceはserveの名
詞であり、serveとはどうゆう動作かというと「人や地
域にニーズがあり、そのニーズを満たして行こうとす
る行為」をいう。従って、serveという動作を行うために
は先ずニーズを知ることが必要であり、ニーズを満た

さなければserveしたことにならない。

次にIdealですが、完成度、達成度において最高位に
ランクされるものをいうからIdeal of Serviceは「人の
ニーズを良くくみ取ってそのニーズを理想的な形で
満たす」という意味になります。そして、これを生活の
場全てに適用していくように努力しましょうというの
がロータリーの目的なのです。

3．ロータリーの標語と決議23-34

（1）ロータリーの標語

ロータリー発足後、しばらくするとロータリーの目的
や存在理由について疑問を持つ人が出始めたので
ロータリーの新しい理想を考え、それを明確にする
ための委員会が設置されて、シェルドン委員長に任
命された。彼は、悪徳と信用不安が横行する時代に
あっても、大成功している企業や会社があることを
知って、その理由を探求し、「常に他人の立場を考え
て、他人のためになるように尽くすサービスを実践し
ているものが成功を収める」ことを発見し、そのこと
を会員に伝えることで会員を納得させた。つまり、
「職業は社会に奉仕する手段」この考え方が、次第
に他の都市に結成されたクラブに広がって行く。

1910年、全米ロータリークラブ連合会が結成され
大会がシカゴで開かれ、シェルドンは職業倫理の重
要性を強調し、腐敗や不正は排除しなければならな
いことを明らかにし、「19世紀の商慣習の特徴は競
争です。出し抜かれる前に出し抜けということです。
20世紀に入り、人類は賢くなり20世紀の特徴は協
調です。「最もよく仲間に奉仕する者、最も多く報い
られる（He profits most who serves his fellows 
best）ということが分かるようになりました」と語りま
した。この言葉は1911年の全米大会で報告され後
に「He profits most who serves best」に変更され、
また、Service not self も参加者の賛成を得た。その
後、Service above Self（超我の奉仕）となり、この大
会で非公式のものとして採用され1950年の国際大
会で公式の標語となった。

この標語の内、前者は職業奉仕の理念を表すもの
で、後者は社会奉仕、国際奉仕の人道的奉仕の理念
を表していると考えられる。

（2）決議23-34

ロータリー活動の基本は、ロータリアンが例会に出
席して奉仕の心を学びそれを通じて親睦を深めそ
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れによって更に奉仕の心を深め、充実させていくと
ころにあります。例会出席によって形成された奉仕
の心はロータリアン個人がそれぞれの家庭、地域社
会、国際社会で実践に移すことになる。

1910年代に入って、このようなクラブとしての実践
を伴わないロータリーの理念に飽き足らず、クラブ
としての金銭的奉仕や身体的奉仕の実践も積極的
にすべきという働きが顕著になってきました。実践
派の中心は身体障害児の保護、教育で貢献ある人
でロータリーは一丸となって障害児救済事業をす
べきとして、これを1922年大会で提案し、理事会は
これを決議22-17として採択した。これに力を得た
実践派の動きはますます活発化し「ロータリー創立
の理念を守るべき」というシェルドンを中心とする理
念派との対立が深まり、ロータリーは分裂の危機に
瀕します。

議論の中心は、多額の金銭支出を伴うクラブによる
団体奉仕をロータリーの奉仕として認めるか否かで
したが、個人奉仕、団体奉仕、さらに金銭的奉仕の是
非にまで議論が広がったということです。

国際ロータリー理事会は収拾がつかない状態にな
ることを回避するため、両派の考え方を調和させる
とともに、従来からある色々な奉仕の考え方や行動
を整理し、調和させるための努力を繰り返します。

最終的には1923年の国際大会で決議23-34の採
択によって論争の終了等が打たれ、両派の対立は
解消した。

決議の内容

ロータリークラブ及びロータリアンの指針として綱
領に基づく諸活動に関する方針としての諸原則を
明確に定めた。

1．
ロータリーの奉仕の理念が「最もよく奉仕する者、最
も多く報いられる」という標語に表れる「科学的かつ
道徳的な経営方針によって自分の事業や同業者の

事業の発展を図ると共に業界全体のモラルを高め
ていこう」という職業奉仕の理念に支えられた「超我
の奉仕」他人のことを思い通り、他人のために尽くそ
うという社会奉仕の理念が根本となる原理であるこ
とが明確に定められた。

2．
ロータリーの奉仕の哲学は単なる理念の提唱では
なく、実践の哲学であり、奉仕活動を伴わなければ
ならない。

3．
ロータリアン個人にも、クラブにも奉仕の理念に基
づく実践が求められていることを述べた上で、ロー
タリーの奉仕活動の実践は個人奉仕が原則であっ
て、クラブが行う奉仕活動は会員の訓練のための例
示であることが明記されて個人奉仕が団体奉仕か
という論争に終止符が打たれた。

その後、1926年の大会でタイトルが変更されて「社
会奉仕に関するロータリーの方針」となっている。

4．綱領
どのような組織にも、その目的が必要で1906年最
初の定款がシカゴロータリークラブに制定され、そ
の目的は次の通りです。

　イ．会員の利益の増大

　ロ．親睦の推進

　ハ．シカゴ市の利益の増大の推進

その後、国際ロータリーとなって綱領はいろいろ変
更され、シェルドンが提唱した奉仕の理念「He 
profits most who serves best」この頃からロータ
リークラブは会員の親睦と物質的便益を互いに図り
あう社交的クラブ的な考えを超えて職業奉仕・職業
倫理の課題を真剣に考えるようになり1951年最も
重大で最後の変更が行われ、ロータリーの綱領は
有益な事業の基礎として奉仕の理想を鼓吹し、これ
を育成することにあるとした。

そして、4分野では特に鼓吹・育成するとした。

　4分野

　・知り合いを広めること

　・事業の道徳水準を高めること

　・すべて生活面で奉仕の理想を適用する事

　・国際間の平和を推進する事

この様に決議23-34によって個人のことを思いやり
他人のために尽くすという奉仕活動の根本原理が
明確に確定されました。

5．職業奉仕
標準ロータリークラブ定款5条に四大奉仕部分があ
り、ロータリーの四大奉仕部門は、クラブ活動の実際



的な規準とあり、奉仕の第二部門である職業奉仕は、
事業及び専門職務の道徳的水準を高め、品位ある
業務は全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想を生かして
いくという目的を持つものである。会員の役割は、
ロータリーの理念に従って自分自身を律し、事業を
行うことが含まれる。

つまり、職業奉仕とは、職業を通じて会社のニーズ
をほぼ完全な形で満たせるよう努力を重ねるという
ことです。それによって自己の職業の品位と道徳水
準を高め、社会から尊重される存在にすることが出
来るのです。

ここで大事なことは、ロータリアンは、日々の仕事を
通して自らの道徳的能力を高めそれを社会に反映
させることを責務として考えて努力しているというこ
とです。

すなわち、ロータリアンは日常の職業活動を通して、
自分の職場の従業員、取引先の人達やその関係者、
ひいては地域社会の人達の模範となり、道徳的能力
を向上させることに努めているのです。

この様な仕事の仕方をロータリーでは、職業奉仕と
呼んでいます。

皆さんが真のロータリアンであるか否かは、自身と
その職場が社会の規範となるように努力することを
自己の責務と考えているか否かにかかっているの
です。

そして、道徳的能力の基本は、他人や動植物を含む
自然環境に対してどのような態度をとるべきかを適
切に判断する能力であると考えられます。

その際に、相手の考えやニーズを知り、相手に対し
てとるべき態度が適切であるか否かを判断する必
要があり、その適切さを判断する基準としてロータ
リーでは、四つのテストが一般性があり、適切なもの
と考えています。

10月26日（日）に、サントリー球場で今年度ガバナー杯
野球大会のブロック別の最終試合が行われ、我が中之
島RCは平野RCに9-2で大勝し、今年度の成績が3勝1敗
ということでブロック優勝を決めました。

中でも期待の新人である藤本会員の堅実な守備が光
り、打つ方もチャンスには満村会員、辻 一夫会員の好打
があり本当に楽しい試合が出来ました。　　

来る11月9日（日）には、別のブロックの優勝チームの八
尾東RCとの世紀の一戦に臨むことになっております。

これに勝てば、文字通りの総合優勝となり、中之島RCの
歴史の中に燦然と輝く1ページを残せるのですが。

野球部にスーパールーキー藤本さん入部！

本日のメニュー

先　附 烏賊明太子和え　榎茸　揚げ銀杏
造　り 二種盛　鯛　サーモン
焚　合 海老芋　ひろうす　梅人参　絹莢　紅葉麩
焼　物 鶏黄金焼き　焼きエリンギ茸
 青唐焼き浸し　インカの目覚めフライ
食　事 白御飯　香物
止　椀 赤出汁

予告通りの優勝で終わる…ガバナー杯
野球大会 野球同好会 監督　安達 昌弘
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下岡：来週の台北締結10周年よろしくお願いします。
嶽下：ニコニコ
辻(一）：早退ですがよろしくお願いします。
吉田：ニコニコ
早瀬：泉ガバナーをお迎えしてニコニコ
針谷：ニコニコ
高島：福田さん、職業奉仕の話ゆっくり聞かせてくだ

さい。
小林：長女に第1子（女児）が誕生しました。ニコニコ
北村：いよいよ来週姉妹クラブ締結10周年です。
村上：新入会員です。今後ともよろしくお願いします。
井戸本：ニコニコ
木村：ニコニコ
西田：福田さん、クラブフォーラム頑張ってください。
岡本：先週欠席のおわび
満村：ニコニコ

本日合計 : ￥31,000
累　計 : ￥583,000

●出席報告
会員数 28名 国内ビジター 2名
名誉会員数 7名 外国ビジター 0名
免除会員 0名 国内ゲスト 1名
出席者 25名 外国ゲスト 0名
欠席者 3名

出席率 89.28%
10月2日の修正出席率 74.07%

●メイクアップ
杉村 雅之 10月  7 日 ポリオプラス委員会

●本日のゲスト
早瀬会員ご紹介 藤本 淳司 様

●本日のビジター
大阪東RC 中許 忠和 様
大阪天満橋RC 勝見 　茂 様

今週のラジオ体操

大阪天満橋RCより勝見様が天満橋ローターアクトクラブ
創立35周年記念式典開催の告知にお見えになりました。

地区大会表彰委員会 委員長と副委員長の委嘱状を
受ける高島会員（委員長）と村橋会員（副委員長）


