
Ｐ 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 〒196-0034 東京都昭島市玉川町 3-10-1 ヒルパークハイツ 1F TEL 042-544-1001 FAX 042-544-1002 

 

●本日の司会        （西野 勝介副SAA） 

 

●開会点鐘         （柴田 康好会長） 

 

●ロータリーソング「我らの生業」斉唱 

 

●本日のお客様 

 

RI2750 地区職業奉仕委員会 委員長 

日野 正紀様（東京山の手ロータリークラブ） 
 

森谷 晴一様（東京昭島ロータリークラブ） 
 

●会務報告         （柴田 康好会長） 

 

今日は家を出てから、こちらに着

くまで 130 キロメートルでござい

ました。私は今、群馬の富岡に住ん

でおりますが、富岡製糸工場が世界

遺産に登録されるようにと地元で

は頑張っているようです。富岡には

ゴルフ場もたくさんありますので、

皆さん機会があればどうぞお越しください。 

21 日（日）の車椅子整備例会には私も参加をする予定

ですので、よろしくお願いいたします。 
 

●幹事報告         （荒川 義昭幹事） 

 

10 月 12 日（金）米山記念奨学委

員会・第 3 回全体会議に前澤地区増

進委員長と富田地区増進委員に参

加をしていただきました。 

多摩中グループにおける 3 クラ

ブ（東京昭島中央 RC、東京国分寺

RC、東京国立白うめ RC）合同の例

会を 3 月 18 日（月）に開催するということが予定されて

おります。 

東北復興にたいする地区支援金は、半分をクラブから

拠出することになっておりますが、その金額は最低でも

25 万円以上ということで予算がなかなかつきにくいこと

もあり、今年度は見送るということが理事会で決定いた

しました。 

昭島少年野球連盟より、東日本大震災の復興支援事業

として、石巻市へ 25 名の少年を連れて現地で試合をする

ための援助の要請がきておりました。これにたいし、当

クラブでは 5 万円の寄付をいたしました。 

●卓話「職業奉仕とは」地区職業奉仕委員長 

日野 正紀様（東京山の手ロータリークラブ） 
 

★講師紹介（中野 勝夫会員） 

本日の卓話講師、日野正紀様のロ

ータリー関係の略歴についてご紹

介いたします。 
 
 
 
 
 

クラブ関係 

1987 年 11 月 東京山の手ロータリークラブ入会 

1993 年～1994 年度 クラブ幹事 

1999 年～2000 年度 クラブ会長 

地区関係 

1995 年～1996 年度 地区ロータリー財団増進委員会委員 

1996 年～1997 年度 地区世界社会奉仕委員会委員 

2000 年～2001 年度 地区会員増強委員会委員長 

2003 年～2004 年度 地区副幹事 

2005 年～2006 年度 地区ロータリー財団恒久基金・大口寄

付委員会副委員長 

2006 年～2007 年度 山の手西グループガバナー補佐 

2008 年～2009 年度 クラブ支援カウンセラー、地区支援グ

ループコーディネーター 

2012 年～2013 年度 地区職業奉仕委員会委員長 
 

不思議なことに、「ロータリーに

とって職業奉仕は大切」と云われな

がら職業奉仕はあまり話題に上が

りません。意味合いがはっきりしな

いからでしょう。そこで、職業奉仕

の歴史を顧みながら意味合いを尋

ねてみたいと思います。 

 ロータリークラブは、弁護士のポール・ハリスが仲間

を集い、明治 38 年（1905 年）米国のシカゴで誕生しまし

た。会員間の親睦と商取引が目的のクラブです。当時、

米国は不況のただなかで、シカゴはかのマフィアが横行

する無法地帯でしたから、人々は心を許せる仲間を望ん

でいたのでしょう。ともかく、脅しや騙しがあたりまえ

で、稼ぐが勝の世相ですから、当然とも云えます。時宜

を得て誕生したロータリークラブは急速に数を増やし、

数年後には全米ロータリークラブ連合会が結成されます。 

 明治 43 年（1910 年）の連合会でビジネススクールの経

営 者 ア ー サ ー ・ シ ェ ル ド ン が Business Method 

Communittee を立ち上げました。シェルドンはこの委員

会で「永続的に利益を上げる方法」を説いたわけです。

2012～2013 年度クラブ運営方針 

「楽しもうロータリー・広げよう奉仕の輪」 

 

国際ロータリー第 2750 地区 多摩中グループ 

 
TOKYO AKISHIMA-CHUO ROTARY CLUB. 

2012年（平成 24年）10月 17日（水） 

第 1098 回 例会報告 
 



商取引が中心であったロータリークラブは様相が一変し

ました。クラブの会員は Business Method を自らの仕事で

実践し利益を上げていきましたが、所属する同業組合で

もこれの実践を推奨し同業者にも利益をもたらすことに

なりました。マフィアとの熾烈な戦いにも打ち勝ち米国

社会に大きな影響をあたえます。ロータリアンは尊敬の

的になりました。 

 こうしてロータリーの活動は 1920 年～1930 年代に絶

頂期となり、世界中に広がります。日本でも大正 9年（1920

年）に東京クラブが、大正 11 年（1922 年）に大阪クラブ

が設立されました。 

 では Business Method の中身を見てみましょう。 

Business Method 即ち「永続的に利益を上げる方法」とし

てシェルドンは「顧客に満足を与えること」と説きまし

た。具体的には適正な品質、適正な価格、納期の厳守、

良好な接客態度、確実なアフターケア、法令遵守、など

を守ることと云うわけです。裏返して云えば、脅し、騙

し、贈収賄、不正、売りっ放し、法令違反、などは一切

しないと云うことになります。こうして見ていくとシェ

ルドンが提唱した Business Method の実践には高い倫理

観が必要なことが理解できます。 

 Business Method は昭和 6 年（1931 年）に英国などの

提唱で職業奉仕（Vocational Service）と名称が変わりま

した。奉仕とは人のために何かを行うことですから、「職

業奉仕」は Business Method を実践することとなります。 

 現在、職業奉仕の標語として「最もよく奉仕する者、

最も多く報いられる」がありますが、これはシェルドン

の He Profit Most Who Serves Best の日本語訳です。「顧

客満足を心掛け事業を行えば、永続的に利潤が得られる」

とでも訳すと解りやすいと思います。因みに、台湾では

「積善の家には必ず余慶あり」を標語にしています。 

 縷々述べてきましたので職業奉仕の意味するところは

理解願えたと思いますが、これを短い言葉で言い換えま

すと 

「職業奉仕とは 職業倫理に基づき顧客満足を目指して

自らの職業に営むことである 職業奉仕の実践は 自ら

の職業を繁栄に導き 職業を通じて社会に奉仕すること

に繋がる」 

となります。この理念は江戸時代からの伝統的な理念と

合致しています。したがって日本人としては至極当然な

理念です。とはいえ職業奉仕に悖る行為もまま見受けら

れるのは残念なことです。私達ロータリアンは職業奉仕

の理念を常日頃から念頭に置き行動したいものです。 
 

★謝辞（平畑 秀東会長エレクト） 

 
 

 本日はありがとうございました。シカゴでロータリー

クラブが誕生した時から商取引が盛んだったそうですが、

当クラブも会員間の取引が活発で、職業倫理には長けて

いるクラブだと自負しております。日野様の今後のご活

躍をご祈念して謝辞とさせていただきます。 

●ニコニコ BOX発表   （石岡 孝光親睦委員） 
 

○東京昭島 RC 森谷 晴一様 

中央ロータリーには大変御世話になっております。私事

で申し訳ございませんが、私はロータリー入会四十年に

なりますが、三十八年皆勤を続けております。中央ロー

タリーにメイクがし安いので皆勤続行中です。貴クラブ

に感謝してニコニコさせていただきます。 
 

◎柴田会長 

本日は、地区職業奉仕委員会、日野正紀委員長ご来訪あ

りがとうございます。また、卓話よろしくお願い致しま

す。 
 

・荒川幹事 

日野正紀地区職業奉仕委員長 本日は、卓話誠にありが

とうございます。 
 

・石岡会員 

日野様 本日は卓話ありがとうございました。 
 

・伊藤会員 

日野様 本日の卓話ありがとうございます。 
 

・中野会員 

日野委員長様、本日は卓話、ありがとうございます。昭

島ロータリークラブ森谷様ようこそ。 
 

●出席報告       （鈴木 栄出席委員長） 
 

会員数  46 名 出席義務会員  44 名 
 

本日の出席 26 名（メイクによる出席者数を除く） 

 

●委員会報告 

 

★曳地 義正国際奉仕委員長 

21 日（日）車椅子整備を行いますので、ご出席をよろ

しくお願いいたします。 
 

★下田 安治創立 25 周年実行委員長 

25 周年記念式典の日程ですが、平成 25 年 10 月 30 日

（水）と申し上げましたが、平成 26 年 4 月 16 日（水）

に変更となりましたので、ご報告いたします。 
 

●次週例会予定 （工藤 開光プログラム委員長） 

 

10 月 21 日（日）車椅子整備 
 

10 月 24 日（水）振替休会 
 

●閉会点鐘         （柴田 康好会長） 


