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ロータリーの基本 

2680地区 PDG 田中 毅 

 

ロータリーの実践活動が徐々に変化して、今や、

人道的奉仕活動に多くのエネルギーが割かれる時

代になりました。しかしその一方で、この活動の

原点はどこにあるのかを、常に思い起こす必要が

重要になってきます。 

私はそのためにあえて「源流の会」という組織

を立ち上げて、ロータリーの原点を見つめると同

時に、その歩みを示した貴重な文献を収集して、

それをデジタル保存し、会員の閲覧に供する作業

を続けています。現時点では目立たぬ作業ですが、

将来はロータリアン共通の価値ある財産となることを祈念しております。 

自然科学を志す者として、全ては証拠に基づい

て解釈することが私の習性になっています。すな

わち、ロータリーを理解しようと思えば、その当

事者が残した一次文献に頼るのが最も賢明な方法

だと考えています。 

今日は私が収集した文献に基づいて、ロータリ

ーの奉仕理念の概略を解説してみたいと思います。 

ロータリーの奉仕理念 the ideal of service は、

he profits most who serves best と  service 

above self  という二つのモットーで表されています。 

he profits most who serves best はアーサー・

フレデリック・シェルドンが、自らが経営するシ

ェルドン・スクールのモットーとして 1902年に定

めたものであり、それを職業奉仕のモットーとし

てロータリーが借用していることになります。 

シェルドンがミシガン大学で学んだ経営学は、

カール・メンガーが率いるオーストリア学派の影

響を受けた考え方で、継続的な事業の発展を得る

ためには、自分の儲けを優先するのではなく自分

の職業を通じて社会に貢献するという意図を持っ

て事業を営む、すなわち会社経営を学問だととらえて、原理原則に基づいた企業経営をすべきだ

と考えました。また利益を独占するのではなくて、従業員や取引に関係する人たちと適正に再配

分することが継続的に利益を得る顧客を確保する方法だと考えたのです。 
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1921年の段階で、シェルドン・スクールの卒業生は 26万人といわれています。ちなみに 1946

年までそその活動を続けていま すので、その卒業生は 100万人を下らないものと思われます。 

シェルドン・スクールの広告の冒頭には、「人生

のあらゆる面は、運ではなく、自然の法則によっ

て定められている。成功しているセールスマンと

て、例外ではない。」と記載されています。 

後に道徳律の起草委員として、第 11 条をドイ

ツ語で書き上げたジョン・ナトソンは、「1906年、

この学校の広告を偶然に見た私は、入学金 10 ド

ルと授業料月額 5ドルを払って、684 番目の学生

として入学した。そして 6 ケ月の間に 40 冊の教

科書を受け取った。」と回想しています。 

シェルドンの経歴について書かれている文献は

ほとんどなく、現時点では、今お話しした、かつ

てシェルドン・スクールの学生であった、ジョン・

ナトソンが The Rotarian誌 1955年 3月号に寄稿

した Sheldon – a name to remember 「忘れえぬ

名—シェルドン」が唯一の記述だと思われますの

で、これを引用します。 

それによると彼は、1868年 5月 1日に、デトロ

イト北西 80 マイルにあるミシガン州ヴァーノン

で生まれました。そしてミシガン大学の経営学部

で販売学を専攻しました 

背が高くてがっちりとした体格であったとも記

載されており、酒も煙草も嗜まず、健康に留意し

ていましたが、実は病弱で、67歳の若さでこの世

を去っています。 

また高い芸術性を持っていたことは、彼自身は

チェロ奏者でもあり、アンナ・グリフィス夫人は

プロのピアニスト、子供達もめいめいに楽器を演

奏して、ファミリー・オーケストラを楽しんだと

いう記録によっても明らかです。 

二人の子供は、姉のヘレンと弟のアーサーJr. ですが、父親と同じ名前を付けられたアーサー

Jr. は、1929年に 30歳という若さでこの世を去っています。 

本人の個人的なことはこれくらいしか分かっておりません。 

今でこそ、経営学はメジャーな学問ですが、当時は、ビジネスのマネージメントを学問として

捉えたり、更に販売学などという分野に関心を持ったりする人は少なく、この分野における草分

け的な存在だったと考えられます。 
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当時ミシガン大学の中で、この末期的症状の資本主義を、なんとか再構築しようと努力してい

たオーストリア学派の存在によって、20 世紀における企業経営はこれまでのものとは全く違うも

のにならざるを得ないことを学んだわけです。卒業後、図書の訪問販売のセールスマンになりま

すが、素晴らしい営業成績をあげて、セールス・マネージャーに昇進し、1899年には出版社の経

営を任されるようになりますが、 

学校で学んだ新しい学問と自らの経験を基本にして、経営学を教えるために 1902 年にシカゴに

シェルドン・ビジネス・スクールを設立して、当時誰もが知らなかった、新しい考え方の経営学

を提唱して、それを全国に広めました。ロータリーはその考え方をシェルドンから学んで、それ

を奉仕理念として現在に至ったわけです。  

ちなみに he profits most who serves best に一部修正を加えた he profits most who serves 

his fellows best を最初にロータリーで発表したのは 1910年の第 1回年次大会です。  

ロータリーに奉仕理念を提唱したのはアーサー・フレデリック・シェルドンなので、奉仕理念

を正しく理解するためにはシェルドンの考え方の原点を知る必要があると考えて、私が最も力を

注いでいるのが、シェルドンの文献収集と解析です。  

アメリカの国会図書館のリストと、アメリカやイギリスの古本屋のインターネット上のネット

ワークを利用して、シェルドンの文献の蒐集作業を行い、現在までに 60冊近く集めることができ

ました。  

私が収集した文献の中で最も古いものは、1902年に発行された「シェルドン・コース」という

通信教育の教科書ですが、各巻の最後のページは、全て he profits most who serves bestという

言葉で結んでいます。 
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シェルドンは、このモットーを純然たる経営学

の理念であり、黄金律を別な言葉で説いたものだ

と述べていま す。 

黄金律は宗教ではなく哲学であり、自分が他人

からしてもらいたいと思っていることを、まず他

人にしてあげることです。すなわち自分が金銭を

儲けたいと思うのなら、まず他人に奉仕をするこ

とであり、先に奉仕があれば、必ず後から報酬が

つい てくると原因結果論として説いています。 

ビジネスマンの目的は発展的な事業を構築することであり、その目的を達成するためには、奉

仕の理念に基づいて、継続的に利益をもたらす顧客を確保することが必要であると述べています。 

シェルドンの斬新な経営理論は、過酷な資本主義が労働者を徹底的に搾取していた時代に、労

働者の立場を理解し、利益を適切にシェアしながら、 

継続的に利益をもたらす顧客を確保する目的で事業を営むことを提唱したものであり、その考え

方を順守したシェルドン・スクールの卒業生の努力によって、現在の資本主義社会の発展をもた

らせたと言っても過言ではありません。 

それではシェルドンが述べている奉仕理念の各

論の幾つかをご紹介しましょう 

service という単語を単純に日本語の「奉仕」と

いう単語に置き換えて、その意味をいくら考えて

も、ロータリー用語としての service に該当する

邦訳を探すのは不可能です。日本語の奉仕とロー

タリー用語の service は全く別の言葉であること

を理解したうえで、service の邦訳の中から、ロー

タリーの精神に似通った単語を探し出すことが必

要です。 

ロータリー用語の service には日本でしばしば使われる出血サービスや投げ売りといった意

味は全く含まれていないのです。 

シェルドンが最も強調しているのは、質、量、管理の方法を示した奉仕の三角形で、価値ある

奉仕の要素を具体的に説明しています。 

売るためには品質の高い製品を作って適正な価格つけることが最初のステップです。 

次のステップはいかにして十分の量を作るかです。 

第 3のステップは、管理の方法すなわち事業を営む人間の行動を正しく処理することです。 

「品質 Q1、量 Q2、管理の方法M」という奉仕の三角形は、物の価値を計る普遍的な基準だと

考えられます。この三つの要素がそろって、始めて価値ある奉仕をすることが可能になります。 

また別の表現として、他人に満足感を与えるすべての活動を総称して service と表現していま

す。すなわち私たち実業人が日常の生活の中で行っている、有益な活動はすべて service だと言

うことができます。 
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人間関係を保っていくため

には四つの要素が必要です。 

先ず当事者としてあなた自

身の存在が必要です。 

次にあなたの対象となる相

手が必要です。 

そして、この両者が話し合っ

て意見を伝えあい、意思疎通を

はかることが必要です。 

その結果得られた合意によって初めて人間関係が樹立できるのです。 

商売においても全く同じことが言えます。 

あなたがセールスマンとして商品を売ろうと思ったら、まず顧客を見つけ、よく話し合って説

明することによって、はじめて売買が成立するのです。 

無人島に一人で暮らしていては、顧客みつけることも、商談を進めることはできません。 

人間関係を保っていくためには四つの要素は、行動に関する自然の法則に関連します。 

先ず当事者としてあなた自身を自己開発しなければなりません。 

次にあなたの対象となる相手の人間性を的確に判断することが必要です。 

そして、あなた自身は事業の専門家として、建設的な能力、性格、実力、人間性に関する知識、

事業に関する知識を適用して相手と意思疎通をはかることが必要です。 

その結果接触した人と円満な人間関係が樹立できるのです。 

よい奉仕を実践するためには自己開発してマン

パワーを高めなければなりません。 

そのためには先ず知力を開発しなければなりま

せん。知力には判断力、理解力、思考力、許容力

が含まれます。 

感覚力からは情緒的な要素として感受性が生ま

れます。建設的な感覚の開発によって、永久に満

足できる奉仕を表現することができます。 

健全な精神は健全な肉体に宿ります。何事にも

耐え忍ぶ身体を作ることが大切です。 

物事を決定しそれを行動に移すのは意思の力で

す。 

これらの四つの力が組み合わされて建設的なマ

ンパワーが生まれるのです。 

二番目の要素として相手の人間性を適格に知る

ことが大切です。 

シェルドンは人間の外見、風貌、骨相を分析し

て、それを販売につなげようと試みて、かなりの
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ページを割いてそれを説明しています。 

1860年代にイタリアの人類学者ロンブローゾが、囚人の遺体解剖の結果、頭蓋骨の形状から性

格を科学的に判断する研究をしたことから、少なからずその影響を受けたものと考えられます。 

人生とは貸借対照表そのものです。 

人生の貸借対照表の借り方には、D: dutis 義務、

O: obligations 責務、R: responsibilities 責任が

あります。 

貸し方には、R: rights 権利、P: privileges 特

典、P: prerogatives 特権があります。 

最初に、義務・責務・責任という本来の原因を

遂行することが、権利・特典・特権という結果を

得る唯一の方法です。 

人間関係学から事業経営を考えなければなりま

せん。 

良好な労働環境を提供するのは資本家の責務で

あることを自覚して、適正な報酬を支払うこと、

安全、福利厚生、社会保障、快適な生活を保証す

ること、教育の機会を与えることが必要です。 

資本家が利益を独占するのではなくて、従業員

や取引に関係する人たちと適正に再配分すること

が継続的に利益を得る方法なのです。 

企業がグローバル競争に勝つために、有能な人

たちは正規雇用者としてしっかり確保する代わりに、単なる労働力として使う人たちを非正規雇

用者として低賃金で雇うということは、シェルドンの理念に反する行為です。 

これに対して、従業員の雇用主に対する責務は、最善を尽くして働くこと。過失を最小限にお

さえること。会社の管理運営に協力することが要請されます。 

雇用主と従業員がこの三種類の責務をお互いに果たすことが、会社の発展に繋がるのです。 

ビジネスマンの目的は発展的な事業を構築することであり、その目的を達成するためには、奉仕

の理念に基づいて、継続的に利益をもたらす顧客を確保することが必要です。 

事業に成功するためには、次の五つのステップ

を達成しなければなりません。 

先ず、価値ある奉仕を実践しようという願望を

持つことです。本来人間の心にあるのは豊かな暮

らしをしたいという金銭的欲望ですが、貴重な奉

仕を行う本当の願望は経済的な願望だけではあり

ません。 

その願望をかなえるためには、奉仕を実践に移

す能力を開発しなければなりません。すなわち知
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的な能力、心の信頼性、身体の耐久性が必要になってきます。 

開発された能力は、行動に移すことで機能を発揮します。 

現実に行われた奉仕には、正当な報酬が支払われなければなりません。これは経営者にも従業

員にもその奉仕に相応しい適正な利益や報酬が支払われなければならないことを意味します。 

奉仕の対価として得た報酬は、貯蓄や活用や節約によって利益を保全しなければなりません。 

これらの五つのステップを達成するために必要なのが教育です。 

シェルドンは 1930年にシカゴ・クラブを退会し、

1935年にこの世を去っています。 

ニューヨーク州のキングストーンにある、シェル

ドンのお墓には he profits most who serves best と

いうモットーと共に、質、量、管理状態を表す奉仕

の三角形が刻まれていることは、みなさんご存知の

ことですが、よくよく調べると、この三角形は円で

囲まれ、更にその周りを四角形で囲んでいることが

分かります。 

よく見ると、一番外側の四角形の辺に文字が一文

字ずつ、刻みこまれています。 

上にＡ、左にＲ、下にＥ、右にＡの文字が刻まれ

ています。これはシェルドンが強調した教育論、す

なわち領域学を意味します。 

A  ability 能力。R  reliability 信頼性。 

E  endurance 忍耐力。A  action 行動力の頭

文字を組み合わせた、AREA すなわち、真の教育と

は、知識を教え込むことではなくて、その人のあら

ゆる部分の守備範囲を広げて、持っている潜在的な能力を引き出し、誰からも信頼されるように

人間性を高め、最後まで完結する耐久力持ち、それらを実際の行動に移さなければなりません。 

すなわち、これらの領域学こそが、シェルドン・スクールの教育方針の原点だったのです。 

service above self の原型だと言われる service not self は、National Rotarian 1911年 11月

号とミネアポリス・ロータリークラブ 25周年記念誌にその概要が記載されています。それによる

と service not self というフレーズ はミネアポリス・ロータリークラブの前身である 1906年に
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設立された、ミネアポリス・パブリシティクラブのモットーを引き継いだものだと推察され、自

分がしてもらいたいことを先に他人にしてあげる、すなわち黄金律を表したものであると記載さ

れています。 

すなわちシェルドンも he profits most who serves best は黄金律を別な言葉で表現したもの

であると述べていますから、service not self には自分を犠牲にして他人のために尽くすといった

意味はなく、he profits most who serves best と同様に職業奉仕を表したフレーズだと推察する

ことができます。 

その証拠にこのフレーズを 1911年の年次大会で紹介したフランク・コリンズは、大会の直前に

シェルドンと会って、この二つのフレーズの整合性を確かめるための話し合いをしたことが 1911

年国際大会議事録に記載されています。 

1916年にガイ・ガンデカーが a talking knowledge of Rotary で、さらに同年 RI会長アレン・

アルバートが service not self を使っていますが、このフレーズの持つ意味の説明はされていま

せん。 

当初のロータリーの奉仕活動は、自らの事業の

発展を目指す、職業奉仕活動に限られていまし 

たが、中小クラブの中には身体障害児対策に取り

組むクラブが現れ、対社会的な奉仕活動がロー 

タリー運動の中で市民権を得るようになり、1913

年にはシラキューズ・クラブがリハビリテーショ

ン事業を、1915年にはトレド・クラブが肢体不自

由児への教育事業に取り組んでいます。 

親しみを持ってダディ・アレンと呼ばれたエド

ガー・アレンは、身体障害児対策をすることを条

件にしてエリリア・クラブに入会し、エリリア・クラブもそれを全面的に後援して、オハイオ身

体障害児協会を設立し、最終的にはそれを国際的な組織にまで発展させました。 

その影響を受けて、ロータリーの奉仕理念も、

1917年頃から service not self に代わって service 

before self や service above self が使われ始めま

したが、徐々にその内容が、自らの事業の発展を

願う職業奉仕から、「他人のことを思い遣り他人の

ために尽くす」という人道的奉仕活動を意味する

ようになってきました。 

身障児対策などの社会奉仕活動は大きな資金と

マンパワーを必要とするために、奉仕活動の実践

をめぐって熾烈な論争が起こりました。 

職業奉仕派は、ロータリー・クラブの使命は、ロータリアンに奉仕の心を形成させることであ

り、個々のロータリアンが奉仕の心を持って、事業を営み、利益を適正に配分することであると

考えました。 
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さらにその考えを業界全体に広げていくことが、

全ての人々に幸せをもたらし、それが地域社会の

人々への奉仕につながることを確信していたので

す。もし、職業奉仕以外の分野で、奉仕に関する社

会的ニーズがあれば、職業上得られた profits から

個人的に行ったらよい、という考え方でした。 

これに対して社会奉仕派は、現実に身体障害者や

貧困などの深刻な社会問題が山積し、これまでにロ

ータリー・クラブが実施した社会奉仕活動が実効を

あげていることを根拠に、職業奉仕派とことごとく対立しました。社会奉仕派から見れば、奉仕

の機会を見出して、それを実践することこそロータリー運動の真髄であり、単に、奉仕の心を説

き、自らの事業の発展を願う職業奉仕派の態度は、責任回避としか写らなかったのです。両派の

論争は、個人奉仕と団体奉仕、さらに金銭的奉仕の是非にまで発展して、激しい対立が続きまし

た。  

これに対してRI理事会の対応は極めて歯切れの

悪いものでした。 

1922年、RI理事会はエリリア、トレド、クリー

ブランド各クラブより共同提案を受けて、決議 

22-17 を採択して、身体障害児に対する対策を奨

励しました。 

しかし、この決議を行った直後に開催された理事

会では、職業奉仕派の人たちに配慮して身体障害児

救済の事業のみに狂奔することを戒める理事会決

定を行いました。 

理事会の態度は更に二転三転し、1923 年の大会に「決議 23-8 障害児並びにその救助活動に

従事する国際的組織を支援する件」という決議案を提案することを決めました。これは積極的に

身体障害児対策を推奨するために、ロータリーが国際身体障害児協会の活動を代行し、その費用

として、RIが年間１ドルの特別人頭分担金を徴収することを定める内容であり、もしも、これが

決議されれば、奉仕活動実践に関するクラブ自治権の侵害という視点から、収拾がつかない状態

になることは必至でした。 

これに反対したシカゴ・クラブは、RIが奉仕活動の実践をクラブに指示することを禁止する決

議 23-29提案するという反対活動を展開しました。 

当時の規約改正は国際大会で行われていたため、大きな混乱が起これば大会運営そのものが困

難になることは必至でした。そこで、決議 23-8と決議 23-29の双方を撤回する代わりに折衷案と

も言える決議 23-34を提案するという高等戦術によって、この論争に終止符が打たれることにな

りました。決議委員長の指名を受けたウイル・メーニァは他の 4名の委員と共に決議 23-34を起

草し、この 1,000 語からなる決議は直ちに大会で皆に披露され、一言の訂正もなく採択されまし

た。 
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この決議案が最初に採択された当初のタイトル

は、「綱領に基づく諸活動に対するロータリーの方

針を再確認し、国際ロータリーとロータリークラブ

における今後の手引きとなる原則を定めること」と

いう長いタイトルでした。このタイトルからも、こ

の決議 23－34はロータリーの綱領に基づくすべて

の活動、すなわち四大奉仕すべてを規制するドキュ

メントであることが判ります。 

現在の手続要覧は、決議 23－34が社会奉仕の項

目に入っており、その表題も「社会奉仕に関する 1923 年の声明」となっているため、社会奉仕

の指針であると間違って解釈している人が多いのですが、ロータリーおいて四大奉仕の考え方が

導入されたのは 1927 年からであり、その際に文中で使われている community という言葉が、

community Service 社会奉仕という言葉と関連付けられて、現在付けられているタイトル「社会

奉仕に関するロータリーの方針」と変更されたに過ぎません。本来は、社会奉仕のみではなく、

全ての奉仕活動の指針であることを忘れてはなりません。 

決議 23－34 はロータリーの奉仕理念を確定した重要なドキュメントです。ロータリーの公式

文献の中で奉仕理念について明確に定義しているのが決議 23－34の第一条です。 

私たちの深層心理には自らの幸せを第一義に考える利己的な欲求と、他人のことを思い遣る利

他の心があり、この相反する二つの心が常に葛藤を繰り返しているのが人生です。この感情を和

らげるのが、ロータリーの奉仕理念すなわち人生哲学なのです。この哲学は service above self と

いう奉仕哲学であり、he profits most who serve best という実践理論の原則に基づくものなので

す。 

the ideal of service すなわちロータリーの奉仕

理念の変化について述べてみようと思います。 

1918年の定款には「有益なる事業の基礎として

の奉仕理念」と記載されており、ロータリーの奉

仕理念は明らかに職業奉仕を指しています。 

しかし、1922年の定款には「ロータリアンすべ

てが個人、職業、社会生活に常に奉仕理念を適用

すること」と変更されて、奉仕理念が個人生活や

社会生活に拡大されていることが分かります。 

1937年のニース国際大会において RI会長ウイル・メーニア Jr. は「誰かが the ideal of service 

とは、他人のことを思い遣り他人のために尽くすことだと定義しました。他人のことを思い遣り

他人のために尽くすことを通じて、ロータリアンは自らの職業の規範を高めながら、国際理解と

親善と平和を推進するために自らの地域社会に役立つように努力しています。」と述べています。 

チェスレー・ペリーは 1954 年 3 月にタルサ・クラブで講演して「多くのロータリー・クラブ

が夫々の地域社会で行なっている社会奉仕活動の素晴らしい業績に加えて、ロータリー運動は全

体として、ロータリーの会員になる人だけではなく、人類全体にわたって、他人のことを思い遣
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り他人のために尽くすという the ideal of serviceが受け入れられ、実行されて行くものと信じて

います。」と述べています。 

人道的奉仕活動のニーズが高まると共に、ロータリーの専売特許であったはずの職業奉仕の理

念が衰退し、社会奉仕や国際奉仕の実践活動が中心になってきました。 

このようにして、ロータリーの奉仕理念は職業奉仕から徐々に社会奉仕に変わって、現在では、

世界最大の NPOと定義する RI会長も現れ、ロータリー活動そのものが人道的奉仕活動に変化し

てしまったのです。 

RIが発行している「会員名簿」の最終ページに

は「すべてのロータリー・クラブは一つの奉仕理

念を持っている。それは他人のことを思いやり、

他人のために役立つことである。」と記載されてい

ます。このことから、奉仕理念は他人のことを思

いやり、他人のために奉仕するいわゆる社会奉仕

や世界社会奉仕の活動を推奨するモットーだと考

えられますが、それを端的に否定しているのが決

議 23－34です。 

「ロータリーの奉仕理念は人生哲学であり、service above self という哲学と、he profits most 

who serves best という倫理基準に基づくものである。」と述べ、ロータリーの奉仕理念は、service 

above self と、he profits most who serves best の二つのモットーだと定義しています。ロータ

リーの奉仕理念には he profits most who serves best という職業奉仕理念も含まれていることを

忘れてはなりません。 

しかし、昨今のロータリー活動を見ると、二つ相反する心の調和を図るのではなく、自分の事

業を繁栄させたいという実業人の要望が完全に無視されて、対社会的奉仕活動のみが強調されて

います。 

実業人の利己の心とは自らの事業を繁栄させることです。経営学の理念に基づいて事業を繁栄

させることが職業奉仕なのです。 

即ち職業奉仕が無視されていることが、ロータリーのメリットを失わせて、魅力を欠く大きな

理由になっているのです。 

RI は、決議 23-34 は時代に合わないという理

由で、手続要覧やロータリー章典から除外しよう

という動きをみせていました。私もこの流れの中

で、いろいろな機会を通じて決議 23-34の重要性

を訴える運動を積極的に続けていました。 

そしてそのことに危惧を感じた釧路北ロータ

リー・クラブが 2010 年規定審議会に提案した

「10-182 社会奉仕に関する 1923年の声明の第

1項を奉仕哲学の定義として使用する件」が圧倒

的な支持を得て採択されました。 
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 決議 23-34 はロータリーのすべての活動を規定する指針であると同時に、ロータリーの奉仕理

念を service above self と he profits most who serves best の二つの奉仕理念として表現してい

ます。この規定審議会でこの二つのモットーがロータリーの奉仕理念として再確定したことは、

社会奉仕一辺倒だったロータリーに、職業奉仕理念が復権したことを意味して、非常に喜ばしい

ことです。 

ある元 RI理事がロータリーの友 1月号に投稿

した「ロータリーの目的」と「RI 戦略計画の理

念」について、かなりの疑義を感じますので問題

提起をしてみたいと思います。 

ロータリーの理念というタイトルの図に、なぜ

か service above self 超我の奉仕のみが記載され 

he profits most who serves best が抜けている

ことに愕然と致しました。 

規定審議会で苦労して職業奉仕理念を復活さ

せても、RI理事会の反対を押し切って、黒田 RI元理事が RIの職業奉仕委員会を復活させても、

その努力を無にするどころか、公式雑誌を通じて、ロータリーの奉仕理念は「超我の奉仕」のみ

だと解説をする人がいることは非常に残念なことです。 

私は service above self に関する実践活動を否定しているわけではありません。私自身も 1988

年から永年フィリピンにおけるWCS活動に専念して、その結果、超我の奉仕賞を頂いた経緯上、

社会奉仕や国際奉仕の必要性は人一倍知っているつもりです。 
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しかしこれらのボランティア的な活動はロータリアンでなくても出来る活動であることも確かで

す。すでに他の団体がやっているようなボランティア活動にうつつを抜かすのでなく、ロータリ

ー活動の原点とも言える職業奉仕活動を今一度思い起こす必要があります。 

かつて13万人を誇った日本のロータリアンも9

万人を切り、この 10年間で約 60のクラブが消滅

しました。これは脱会クラブを図式化したもので

す。 

このままの状態で、奉仕クラブとして生き残れ

るか、今やサバイバルを賭けた戦いがはじまって

いるのです。 

毎年のように会員増強が強調されているのに、

何故会員が減少していくのでしょうか。結論から

述べれば、ロータリーに入っているメリットより

も、デメリットの方が多いから会員数が、減ってい

くのです。 

ロータリーを構成しているのは、実業人ですから、

ロータリーに入ることで、個々のロータリアンの事

業が発展すれば、間違いなく会員は増えていくはず

です。 

ロータリーの職業奉仕活動と社会奉仕活動に序

列をつけるべきではなく、共に切磋琢磨しながら競

い合っていかなければなりません。 

原理原則にのっとった職業奉仕活動に依って得た正当な利益を原資にして、決議 23-34 が示す

ように個人としても団体としても、他人のことを思いやり、他人のために尽くす社会奉仕活動の

実践をするのが、ロータリーの正しい姿ではないでしょうか。 


