
『ロータリー職業奉仕について
　　もう一度考えてみようⅡ。』

　第2740地区 職業奉仕委員長
　　駒井　英基さん

■ロータリーの原点
◦親睦と事業の発展
◦ 人道的奉仕活動に専念するボランティア組織
◦なぜ日本のロータリーは衰退するのか
◦ロータリアンに対するメリット

〔親　睦〕〔事業の発展〕
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■ロータリーの二つのモットー
He profits most who serves best
　職業奉仕のモットー
　利益の適正配分による事業発展と倫理高揚
Service above self
　社会奉仕のモットー
　弱者に涙する人道主義的活動

■ロータリーの役割
◦ ロータリーの職業奉仕理念は不変の哲学
◦ 実践方法は、社会構造や経済の変化に従

って変化させる必要がある
◦ ロータリー創立当時と現在との類似点
◦ ロータリアンは経営者の立場から、株主や

従業員や同業者や顧客も満足するよう
な、正常な企業経営ができるように、リ
ーダーシップを発揮すべき

■1900年当時のServiceの意味
　当時の人が「奉仕 = サービス」という言葉
から思い浮かべること
「神に対する奉仕」… 教会における奉仕活動

や献金
「国に対する奉仕」… 国に対する忠誠や兵役
「主人に対する奉仕」… 召使としての役務

　事業上における奉仕
　 このまったく新しい概念を提唱したのは

シェルドンが初めてだった。
“He profits most who serves best.”

「根」＝　　『クラブ奉仕』
「幹」＝　　『職業奉仕』
「枝・葉」＝『社会奉仕』
　　　　　　『国際奉仕』
　　　　　　『青少年奉仕』
「花」＝『ロータリー財団』



■奉仕（Service）とは
　現在、ロータリーにおけるServiceは広く
　　社会に役立つ価値を提供すること
　　世のため人のために尽くすこと

■ロータリーの奉仕理念
すなわち奉仕の理想（The ideal of service)
◦決議 23－34の第１項にある
　①Service Above Self …[奉仕哲学]
　　　超我の奉仕
　②He profits most who serves best.
　　　                        …[実践倫理]
　 最もよく奉仕する者、最も多く報いられる

というシェルドンの職業奉仕の理念

■奉仕の理想（理念）とは
　 The ideal of service
Rotary clubs everywhere have one basic ideal
―the ideal of Service which is thoughtfulness 
of and helpfulness to others.

（ロータリークラブは「人に対する思いやり
を持って、人のお役に立つこと」という奉
仕の理想という基本理念を持っている。）
　世界中のロータリークラブが何曜日の何時
からどこで例会が開催されているかが載っ
ている本で、RIが毎年発行するオフィシャ
ル・ダイレクトリーという本の最終ページに
奉仕の理想の説明文が英文で上記のように
出ております。
　2010年開催されたRI規定審議会において
も､決議 23－34の第１項をそのままロータリ
ーの奉仕理念とする決議案が圧倒的多数で
可決されています。

■定款第４条 ロータリーの目的
　手続き要覧（新バージョン）
　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、次の各項を奨励
することにある。

第１　 知り合いを広めることによって奉仕
の機会とすること。

第２　  職業上の高い倫理基準を保ち、役立
つ仕事はすべて価値あるものだと認
識し、社会に奉仕する機会としてロ
ータリアン各自の職業を高潔なもの
にすること。

第３　 ロータリアン１人１人が、個人とし
て、また事業および社会生活におい
て、日々、奉仕の理念を実践するこ
と。

第４　 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界
的ネットワークを通して、国際理解、
親善、および平和を推進すること。

■四つのテスト（Four way test）
1. Is it the truth ? 
2. Is it fair to all concerned ? 
3. Will it build goodwill and better
　 friendships ? 
4. Will it be beneficial to all concerned ?

１．真実かどうか ？
２．すべての取引先に対して公正かどうか ?
３．信用を高め取引先をふやすかどうか？
４． すべての取引先に利益をもたらすかど

うか ?

◯ロータリーソング「四つのテスト」
◯卓話者
　第2740地区　職業奉仕委員会
　　委員長　駒井　英基さん
◯ビジター
　佐世保南RC　太田　博道さん

 会長　円田　　昭
　10月もあと数日となり、11
月も新会員セミナーや諫早で
の地区大会と、ロータリーの
行事がありますが、多くの会
員の皆様のご参加をお願いす
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会 長 報 告

例 会 記 録



■親睦活動委員会 委員長　長富　正博
　12月13日㈯、忘年家族会を
開催いたします。
　余興の練習をしますので、
よろしくお願いします。

 河原　忠徳
「させぼくんち」のご案内
亀山八幡宮お宮日
　日時／平成26年11月1日㈯
　　　　　　　　 3日（月・㈷）
　御旅所／松浦公園

 親睦活動委員会　委員長　長富　正博

第2740地区　職業奉仕委員会
委員長　駒井　英基さん（佐賀南RC）
　本日はお世話になります。名門クラブに
お招きいただき光栄です。

円田　　昭さん、黒木　政純さん
梅村　良輔さん、福田　金治さん
安部　直樹さん、
　第2740地区 職業奉仕委員長 駒井英基さん
の卓話を記念して。

長富　正博さん
　同業（歯科医師）として、駒井英基さんの
卓話にニコニコします。

佐世保南RC　太田　博道さん
　たまにはお邪魔しないと落ち着かない気
分になります。

安部　直樹さん
　この度、長崎新聞文化章を頂きました。
自祝の気持ちです。
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るところであります。
　25日の土曜日に、陸上自衛隊相浦駐屯地
59周年と西部方面普通科連隊１周年の記念
行事に参加して参りました。閲兵から始ま
り、模擬戦闘訓練まで日頃の訓練の成果を
拝見して参りました。国の護りのあり方を
考えさせられた１日でありました。
　また、先週末はYOSAKOIさせぼ祭りで街
中が賑わいました。各地より多くの人々が
佐世保に集まり、踊って、食べて、飲んで
佐世保の街を楽しんでいただいた事と思い
ます。交流人口が増えるという事は、経済
的にもいいことです。また、来月半ば過ぎ
からはきらきらフェスティバルがアーケー
ド街を中心に始まります。古賀　巖会員が
今年はどんな装飾を島瀬美術館の壁面に描
くのか楽しみにしております。

 幹事　納所　佳民
１．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2014年11月のロータリーレートは、
　1ドル = 106円（10月 = 106円）です。

２．台南扶輪社
　「2014-15 月刊」が届いております。

３．東京江東RC
　　ガバナー補佐（第2580地区 東分区）
 伊藤三千男さん
　　アンケート調査委員会
 委員長　鈴木　隆雄さん
　 日本の34地区の1574クラブを対象として

アンケートを実施、集計結果のお知らせ

４．大村RC
　「週報 No.9-16」が届いております。

５．長崎国際大学ローターアクトクラブ
　「2014年10月 月報」が届いております。

幹 事 報 告

委員会報告

お知らせ

ニコニコボックス



円田　　昭さん、納所　佳民さん
髙瀨　宏滋さん、井手　常博さん
田中丸善弥さん、中島　祥一さん
池田　真秀さん、山口　剛史さん
長島　　正さん、米倉洋一郎さん
池田　　豊さん、古賀　　巖さん
石井　正剛さん、中村　徳裕さん
河原　忠徳さん、長富　正博さん
梅村　良輔さん、福田　金治さん
橘髙　克和さん、井上　斉爾さん
髙田　俊夫さん、大久保利博さん
坂本　　敏さん、坂元　　崇さん
　安部直樹さんの長崎新聞文化章受賞を祝
してニコニコします。

増本　一也さん
　11月1日㈯〜3日（㈪・文化の日）の３日間、
「させぼくんち」が開催されます。松浦公
園が御旅所となり、各神事や奉納踊りが披
露されます。特に11月3日 9時30分より、海
上自衛隊音楽隊に演奏してもらう様になり
ました。多くの方々に来て頂きたいので、
是非、皆さんのご来場をお待ち申しあげて
おります。雨でもアーケード内で決行いた
します。

山口　剛史さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございま
した。美味しいフルーツを妻といただきま
した。
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クラブ会報委員会 委 員 長　坂元　　崇　　 委　員　松瀬　茂雄 ・ 川口　博樹
副委員長　中川　知之　　 　　　　池本　仁史 ・ 山口　剛史
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（今週の担当　坂元　　崇）
（カメラ担当　岡村　一郎）

＊11月  例会卓話者予定＊

11月12日 名誉会員　米海軍佐世保基地司令官
 　Mattew D.Ovios 様

11月19日 新会員　小川信次郎さん
 　西部ガス㈱　佐世保支店長

11月26日 佐世保RC ロータリー財団委員会
 資金推進・財団・米山副委員長
 　溝口　尚則さん

＊西海学園インターアクトクラブ例会予定＊
日時／11月 5 日㈬　17:15〜
　　　11月19日㈬　17:15〜
会場／西海学園高等学校 記念館 会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／11月13日㈭　18:30〜
　　　11月27日㈭　18:30〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

＊ 西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されます
と、メークアップにもなりますのでご活用ください。

＊ RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

ニコニコボックス 本日合計 　39,000 円

 累　　計 420,000 円

◇

委　員　池本　仁史 ・ 川口　博樹
　　　　岡村　一郎 ・ 山口　剛史


