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卓話　「数々のヒット野菜を生み出した
　　　　　　　　　『愛の野菜伝道師』」
	 　小堀　夏佳	様

会長報告（椎野登貴子会長）
・�台風で大変だったグアム地区大会も盛大な集まりと
なり無事終わり、現地でのお話を初めて参加した井
関会員にお願い致します。

・�又、本大会ではとても大きな収穫がありました。台
湾の女性だけのロータリークラブの会長の李さんから
「是非姉妹クラブになりましょう」とのお話があり、
本年4月に当クラブにメーキャップに来られることに
なりました。本日テーブルにお出ししているナツメの
ドライフルーツは、李会長のお土産ですので、皆様
どうぞお楽しみ下さい。

グアム大会報告（井関和美会員）
・�グアムは家族と毎年訪れているところでもありました
が、ロータリーの地区大会で訪れたことで生涯の思い
出になりました。講演ではポリオ撲滅について深いお
話があり、一同真剣に取り組むことで決意を新たにし
ました。素晴らしい服部ガバナーのお話や夜のディス
コタイム、台湾ロータリーとのカクテルパーティーなど
グアムらしい陽気なプログラムが満載でした。

・�ロータリーのボランティア活動を通じて、国境を越え
た絆を作っていけることを誇りに思いました。
・�あいにく土曜の夜は台風で空港も大荒れとなり、フ
ライトのキャンセルが続出し、私もやっと日曜のフラ
イトで名古屋へ到着でき新幹線で夜中に帰宅した有
様でした。出席した皆様おつかれさまでした。そし
て皆様ありがとうございました。

グアム大会報告（野呂洋子会員）
・ �折角なのでグアムRCの例会にメーキャップしてきま
した。会員にクリスチャンが多く、食事に際してアー
メンの唱和がなされました。

・�地区大会は色 な々国の方が「いかにインスピレーショ
ンになれるか」いろいろな言語で語っておられまし
た。ロータリーらしい交流ができたグアム地区大会

は大成功でした。
・�台風で外出禁止令が出たりして大変でしたが、色々
な方と親しくなれたのが収穫でした。井関さんの手
配で車をチャーターして皆で買い物に行き、素敵な
ワンピースを買ってテンションが上がりました。

幹事報告（石原忠始幹事）
・�本日はBOXに週報を配布しました。
・�3月4日（月）は理事会がありますので、理事の方は
11：00までに出席下さい。
・�3月18日（月）はクラブ協議会があります。
・�グアム地区大会は全体で1,112名の参加となり、日
本からは1,000名程が参加し大いに盛り上がりまし
た。土曜午後から強風でフライトが次 と々キャンセル
されましたが、夜には順次発進されました。運悪く
大槻前年度ガバナーはとうとうグアムに一泊となって
しまいました。

小山明子様ご挨拶
（御紹介：椎野登貴子会長）
　6月24日（月）最終例会で
卓話をお願いしている小山明
子様が本日メーキャップにおい
で下さいましたのでご紹介致します。
（小山様）
　6月24日に佐藤幸子会員の紹介で卓話の機会をい
ただいている小山明子です。佐藤さんはパリに長く滞
在されていましたが、同じころ私達もパリに長くおり、
付き合っていただいていました。私の買い物を佐藤さ
んに頼んだりすると、空港で佐藤さんが出迎えて「は
いこれ頼まれたものよ」と渡して下さるという間柄でし
た。帝国ホテルでは銀婚式のディナーをご一緒にした
思い出もございます。6月24日（月）はどうぞよろしく
お願い致します。

四大奉仕とは、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕
の四つの奉仕分野を言うが、現在は青少年奉仕が加わり、五
大奉仕となっている。

〈Vocational	Service〉
職業奉仕（Vocational�Service）という言葉はロータリーの

歴史上「四大奉仕」で初めて使われた。
Vocationの語源はVoiceで、神の声という意味であろう。
Vocationの意味は「天職」であり、キリスト教におけるプロテ
スタンティズムの濃厚な言葉である。

〈1929年の世界大恐慌〉
1933年まで続く大恐慌の中で多くのロータリアンは倒産を免
れていた。彼らは、ロータリーの訓え（ロータリーの綱領、2
つの標語、ロータリー倫理訓）を守って企業経営をしてきた。
多くのロータリアンは、ロータリー倫理訓の実践で大恐慌の危
機を乗り越えた。

〈四つのテスト〉
1929年から1933年まで続いた世界大恐慌期に1932年倒産
寸前のクラブ・アルミニューム社再建のためにハーバート・テー
ラー（1927年シカゴRC入会）が考え実践した「四つのテスト」
のスローガンは、その後ロータリアンの商取引の公正さを測る
尺度として活用された。「四つのテスト」の導入によりロータリー
の職業奉仕はより身近なものになった。

〈職業奉仕とは?〉
様 な々考えを含んだ崇高な理念である。
①�職業倫理に基づき顧客満足を目指し自ら仕事を天職と思
い励むこと

②�職業を通じて実践することに依り　職業を繁栄に導き社
会に奉仕すること

心得として
③�職業奉仕の理念を念頭に置き行動する
④職業奉仕に悖る行為を見逃さない
⑤職業奉仕は結果として理念に成る商売である
⑥�江戸時代からの日本式経営学と合致し、納得して実践で
きる

� 　（ご本人様レジュメ）

〈職業倫理訓の策定〉
1911年の第2回全米ロータリークラブ連合会年次大会でシェ
ルドンの職業奉仕理念が採択された後もより具体的にどのよう
に実践すべきか議論が続く。1913年のバッファロー大会で事
業上適用すべき実践例の収集の決議がなされ、ロバート・ハ
ントやJ.R.パーキンスらの尽力により1915年サンフランシスコ大
会で11ヶ条からなる「職業人のためのロータリー倫理訓」（道
徳律）として正式に承認された。翌年の1916年にガイ・ガンディ
カ著「ロータリー通解」に収録され、全ロータリアンに配布さ
れた。

〈日本のロータリークラブ〉
米山梅吉は1918年経済使節団の一員として渡米し、ロータ
リーの例会に出席し、「ロータリーの利己のない奉仕の精神と
行動」に強い感銘を受ける。帰国後、米山梅吉は2年余りの
間「ロータリーの精神と組織の研究」に努め、1920年に東京ロー
タリークラブを創設し、初代会長に就任する。その後、ロータ
リーにおける職業奉仕の考え方は、日本では江戸時代から定
着した考え方だったので徐々に主要都市に広がる。

〈江戸時代の職業思想と合致〉
ロータリーの職業奉仕という考えは、米国やイギリスのロー
タリーが言い出したものであり、欧米色の濃いもので、「果た
して日本人にあっているだろうか」という疑問もあるだろう。し
かし、日本にもロータリー運動よりはるか昔の江戸時代に同様
の職業思想があった。
⃝�鈴木正三は1650年ごろの僧侶であるが、「すべての職業
が一つの仏のもとに貴賤なく平等であること、仕事に真剣
に打ち込むことが修行である」という仏教に基づく職業思
想を言い表し、職業倫理を重視した。
⃝�石田梅岩は1740年頃の儒学者で石門心学と呼ばれた思
想を説いた。その思想の根底は宋学の流れを汲む天命論
であった。また、「商業の重要性は他の職分に何ら劣るも
のではない」と説き、商人の支持を集めた。「自分だけ儲
かり、相手が損をすることは真の商売ではない」とも言っ
ている。
⃝�二宮尊徳は江戸時代後期の経世家、農政家、思想家で、
経世済民を目指して報徳思想を唱え、報徳仕法と呼ばれ
る農村復興政策を指導した。� �
「人もし何か欲するところがあるなら、まず他人のために働
くが好い。そうすれば必ず人に報いられるであろう」　⇒
　He�profits�most�who�serves�bestと同じ考え

〈ロータリーはマフィアと戦った!〉
ロータリーが生まれた当時のシカゴは、経済の発展の裏で
不正や犯罪、悪徳商法がはびこり、無法状態でマフィアが横
行していた。1920年頃にかけロータリーがマフィアと戦った事
は記録に残されており、マフィアに牛耳られていた映画産業を、
公開前に内容を検討する倫理規制をしたり、マフィアの強い影
響を受けていたレストラン業界の道徳律を作ったりした。また、
シカゴ犯罪調査委員会にロータリアンを送り込んだ。

〈決議23-34〉
1918年頃になるとロータリー運動について、「奉仕の心をよ
り深く形成」しようとする派と「奉仕の実践」を推進すべきと
する派との軋轢が生じ、1922年にはロータリー分裂の危機と
もいえる状況に陥ってしまった。そのような状況を緩和させる
意味を含んでセントルイス国際大会で「決議23-34」が採択さ
れた。この決議はロータリーの綱領に基づく全ての実践活動
に対する方針が示された大変重要な内容を含んだ決定である。

〈四大奉仕の採用〉
四大奉仕は1927年オステンド大会においてRIBI（グレート
ブリテン及びアイルランド内RC）が議案提出し、採択された。

森 部 和 彦 様� • 本日の「職業奉仕」の卓話、楽しく�
お話させていただきます。� �
• 社労士丸山さん・椎野さん・小磯さ�
ん、ますますロータリーライフを楽しん
で下さい。

石川和子会員� 本日の卓話、職業奉仕についての
森部さんのお話です。どうぞよろしく
お願いいたします。

かづきれいこ会員� 毎日寒いですネ!　元気が一番です
が寒いです!　皆様も頑張りましょう。

辻喜代子会員� グアムよりもどりましておとなりさんの白
梅が美しく満開で目を楽しませてくれま
した。

本日の卓話者
（田園調布RC）

にこにこ合計9,000円 /今期累計377,678円

例会報告  第731回　2019年2月25日（月）
出席者22名+メーキャップ8名
（正会員56名-休会6名）

出席率 60.00%

本日の例会  第733回　2019年3月11日（月）
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ロータリーデイ等報告（石川和子会員）
・�「ロータリーデイ」が5月12日（日）アークヒルズカラ
ヤン広場で開かれます。ロータリー活動を紹介する
色 な々催しが開かれます。その活動に際して、ロータ
リアンが着用する予定のピンクのポロシャツが決りま
した。色 な々サイズがあり、1着3,000円で破格のお
値段です。皆様是非事務局に申し出て購入下さい。
・�3月28日（木）地区「奉仕の集い」が開かれます。
まだ参加申込できますので事務局へ申込下さい。

2750地区職業奉仕委員会副委員長
　　　　　　　　　森部　和彦	様

〈初期のロータリーの思考〉
1906年1月制定のシカゴクラブ定款には、
ロータリーの目的は「1.会員の事業上の利益
の促進　2.会員同士の親睦」と規定されている。いわゆる「互
恵と親睦」が目的だった。会員間の取引が奨励され、統計係
は例会ごとに会員相互の商取引を報告した。その後、社会奉
仕概念の一項目を追加改訂した。

〈1910年シカゴ大会〉
1910年第1回全米ロータリークラブ連合会年次大会がシカ
ゴで行われた。この会議でアーサー�F・シェルドンはHe�
profits�most�who�serves�his� fellows�best（仲間に最もよく奉
仕する者は、最も多く報いられる。）�を提唱した。1911年以降
もシェルドンは何度も全米大会や国際大会で演説するが、1911
年のポーランド大会以降は、現在と同じ表現「He�profits�most�
who�serves�best」に変えている。

〈アーサー	F.・シェルドン〉
ミシガン大学卒業後、図書の訪問販売で素晴らしい営業成
績を上げ、さらに出版社を経営するなどの経験を活かし1902
年ビジネススクールを開校する。「サービスの理念」や「サービ
ス業の概念」を科学的に捉え、それを体系化して教え、全米
各都市に卒業生を送り出している。1908年シカゴクラブに入会
し、情報拡大委員長に任命された後1910年の全米ロータリー
クラブ連合会Business�Method委員会委員長として職業奉仕
理念の原型のスピーチをした。

〈シェルドンの販売技術〉
シェルドンは、販売技術のテキストのレッスン1～6でサービ
スと利益について解説している。顧客満足のサービスこそ利益
の源泉。サービスは売り手の利益が顧客の十分な満足と釣り
合う交換の形式である。

〈シェルドン派の解釈〉
ロータリーの歴史においてシェルドンを重要視するロータリ
アン達はシェルドンの考えを次のように捉えている。
⃝�職業奉仕：科学的企業経営方法
⃝�職業奉仕：実利的なものであり、宗教的倫理的な運動で
はない
⃝�合理的な企業経営をすれば最高の利益が得られる
⃝�He�profits�most�who�serves�best：profitsは物質的利益
⃝職業奉仕の受益者はロータリアン
⃝�結果として職業倫理の高揚につながるが職業倫理高揚が
目的ではない

会長報告（椎野登貴子会長）
・�グアム地区大会で服部ガバナーがお話しされた内容
にとても感銘を受け皆様にご紹介致しますと、ロー
タリーが行う奉仕プロジェクトのよい点は以下の5点
ですというものです。
1　世界によい変化をもたらそうとしていること。
2　世界中の仲間とつなぎ合って実施されること。
3　ロータリー財団の資金を使って行われること。
4　一旦始めると長続きすること。
5　�ロータリアンが責任をもってプロジェクトを完結
させること。

　�　又、アフリカの諺に「早くやるなら一人でやりなさい。
永く続けるなら皆と協力してやりなさい」とあるそう
ですが、奉仕プロジェクトにも通じるのではないかと、
参考にしていきたいと思っております。

幹事報告（石原忠始幹事）
・�本日BOXにロータリーの友とニューモラルを配布し
ました。
・�地区ゴルフ大会の予選会（3月26日（火）大利根
CC）の出場選手6名が決りました（福元、白水、宮
下、高橋、宇野、時枝）。

（本日の理事会報告）
・ �新会員として「海渡千佳」さんが承認されました。
・�台湾のロータリークラブと姉妹クラブに向けてお互い
知り合う手続を始めることが承認されました。

・ �新入会員のオリエンテーションについて石川会員か
ら報告がありました。

・�中央大学ローターアクトの「共同提唱」クラブとなる
方向で準備を進めることが承認されました。

・ �福元会長エレクトから次年度人事案とクリスマス例
会の在り方について報告されました。

・�ロータリーマリッジ問題について処分の協議があり、
Y会員について会員身分の「一時保留」処分が決議
されました。
・�秋葉直前会長の自宅が全焼したため、クラブからお
見舞金3万円をお出しすることが決まりました。

・�来週の例会は2階「牡丹の間」なのでご注意下さい。

3月のハッピーバースデイ
　曽根章乃会員（2日生れ）、石原忠始会員（28日生れ）

　�　次回パンフレットをお持ち致しますので、ご覧に
なって下さい。

「使用済切手の活動について」報告	 	
（丸山冨美江会員）

（聖明園支援）
・�いつも受付にこのBOXが置かれ
て使用済切手がいれられている
ので皆様もご存知と思いますが、
この使用済切手は聖明園に送ら
れ、ボランティアの手できれいに
剥がされて目方で外国の収集家
に売却され、聖明園の運営資金
に充てられています。

　�　野呂さんが会長のとき私もご一緒して聖明園を訪
ねましたが、3つの施設に約300人の盲養護老人ホー
ムと特別盲養護老人ホーム等が併設されています。

・�社会福祉法人聖明福祉協会本間昭雄理事長も医師
を目指していた20歳の時（昭和24年）に医療事故
で失明し失意の中にありましたが、その後一念発起
し視覚障害者福祉のために昭和30年に聖明福祉協
会を立ち上げて盲養護老人ホームなどを設立するに
至ったのです。

・�昭和44年には盲大学生奨学金制度を創設し、支援
を続け、卒業生には弁護士や大学教授も出ている
そうです。

・�聖明園への支援活動は賛助会員になり年間3万円、
1万円などランクに応じて寄付することで成り立って
います。当クラブは当初3万円の会員でしたが、一
時会員数が減ったため1万円の会員になり現在に
至っています。又、会員が増えた時点で3万円に増
額してほしいと思います。

・�聖明園のある青梅の現地はハイキングがてらにでも
出向ける場所ですから若い会員の皆様は是非1回訪
問してあげて下さい。

� （要約文責　宮下）

グアム報告（時枝紀子会員）
・�当クラブからはゲストを含め13名がグアム大会に参
加下さり、青空と太陽を期待して参りましたが、あ
いにく小雨と冷たいプールが出迎えることとなりまし
た。グアムのガバナー補佐の方が、「今までも2月に
台風がくるなどということはないので驚いた」とおっ
しゃっていました。

・�グアム大会は10年に1度のことですが、台湾や韓国
からもガバナーがおいでになり盛会でした。RI会長
も「人生は富のみを目指すのではなく、社会に役立
つことをしたいものだが一人ではできないのでロータ
リーに入った」とお話されていましたが、本当にそ
の通りだと共感いたしました。

・ �井関さんのおかげでリムジンをチャーターして3時間
半のグアム観光や買い物もできとても楽しく過ごしま
した。グアムの観光地には各国語で説明文があり、
スペイン占領時代、日本占領時代、今アメリカ統治
時代と続く歴史の一端を見ました。

・ �今回の台風というアクシデントもいつか楽しい思い出
になるものと思います。今年の当クラブ一泊旅行は
河口湖ですが、是非皆様ご参加下さい。

　　　　　　　　　　　　林　茶理　会員

・�私は大学を卒業してわりとすぐ結婚し、子どもを4人
作り、昔なら表彰されるところですが、子育てをし
ながら夫の会社を手伝ったり、実家の会社を手伝っ
たりしています。

・ �母が94歳になり、私が介護をして、100歳まで生き
てほしいと思っています。
　そんなわけでロータリーにはなかなか出席できず
にいましたが、とうとうイニシエーションスピーチの
命が下ってしまいました。
・ �今のメインは、私が女性の視点から作り上げた麻布
十番での納骨堂「ゆめみどう」のお仕事です。食事
のついでにでもちょっと寄ってお参りできるシステム
で、階段もないので車いすでもいいし、車で乗り付
けてそのままでもお参りできるのです。

・�私が女の目線で設計し、墓石は当日にピンクやいろ
いろの色や形から好きなものを選んで、銀行の貸金
庫システムのようにカードをかざすと骨壺が待ってい
る墓石の前に自動システムで運ばれてくるのです。�
「ゆめみどう」ではお焼香も個室タイプの特別参拝
室で行い、静かに故人を偲ぶことができるのです。
従来の暗い重いイメージから明るい華やかなお墓の
お参りにイメージアップされています。

イニシエーションスピーチ

椎野登貴子会長� 昨日無事にグアムから戻ってまいり
ました。又、本日は小山明子さま
にもご出席いただき本当にありが
とうございます。

佐藤幸子会員� 今日は小山明子さんをゲストにお
迎え出来とてもうれしいです。いい
ご縁ができると幸甚です。

野呂洋子会員� グアムの地区大会は台風の影響で
交通が乱れ大変でしたが、おかげ
様でとても楽しく中央新で団結す
ることが出来ました。一生の思い
出です。

丸山冨美江会員� グアム大会出席の方々おつかれさ
までした。

にこにこ合計6,000円 /今期累計368,678円

「ロータリーの職業奉仕とは? 
～シェルドンの職業奉仕理念を中心に、  
　　　　　ロータリーと職業奉仕の関わり～」

例会報告  第732回　2019年3月4日（月）
出席者25名+メーキャップ3名
（正会員56名-休会6名）

出席率 56.00%

卓
話
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