
 

《本日の例会》 
 
卓話：地区職業倫理委員長 

平岡 達也様（入間ＲＣ） 
 

進 行 ＳＡＡ 金澤喜作  

点 鐘 午後 12 時 30 分 田中 克 会長 

ソング 我等の生業・四つのテスト 

童 謡 もみじ 

 

〔会長挨拶〕         田中 克 会長 

 
 

 皆様、こんにちは。秋雨前線と強力な台風１８号のダブ
ルセットで大変でしたが、そんな中での例会出席誠に御苦

労様です。被害の少ない事を皆さんと共に願いたいと思い

ます。 

 本日はパスト会長の関根貢さん、金井澄雄さんありがと

うございます。お忙しいと思いますが、時たま顔を見せて

ください。１０月は米山・職業月間ですが、先週の第一例

会では米山の地区部門委員長の大澤衛様より卓話を頂き、

さっそく米山奨学金の寄付を御願いしているところであり

ます。本日の第二例会では職業奉仕、倫理についての勉強

（卓話）をしたいと思っております。本日の御客様を紹介

致します。 

１、加藤玄静ガバナー 

２、第２５７０地区職業倫理委員長    平岡達也様 
３、新入会者の小山雅彦様です。 

以上三名です。クラブを代表して歓迎致します。のち程、

スピーチ、卓話、入会式を執り行います。 
 
 
 

＜今週のクラブ活動案内＞ 

10月 5日の奉仕プロジェクト部門、米山財団の合同集会 
① 書き損じ葉書の回収を本日より開始 

② 11月 29日（日）楽市についての協議 
③ みどりの埼玉づくり植林事業式典について 11/28（土）
１０月６日 本庄ライオンズチャリティゴルフコンペ

参加 

以上にて、会長の挨拶と報告と致します。 
 
 
〔幹事報告〕       今泉憲治 幹事 
本日は大型台風の中、ご出席してくださいました会員の

皆様、そしてご多用の中、地区役員の職業倫理委員長の平

岡様ようこそお越しくださいました。よろしくお願いいた

します。それでは幹事報告をいたします。 
① ＮＰＯ法人「難民を助ける会」からフィリピン台風・

スマトラ島沖大地震被害、緊急募金のお願いが届いて

おります。 
② 本庄市社会福祉協議会宛の連名で「ボランティア活

動・ＮＰＯ活動を振興するための公開講座への協力に

ついて」の文書が届いております。 
③ 埼玉県北明るい社会づくりの会から「家庭教育講演

会」のお知らせが届いております。 
④ 財団法人埼玉県国際交流協会より「多文化共生入門ワ

ークショップ」の案内とニュースが届いております。 

幹事報告は以上です。文書は回覧いたしますのでごら

んください。 
 
〔新入会式〕 
会員増強委員会      石原 修 委員長 
推薦者は真下地区幹事、金井親睦委員長、と私です。昭

和 38年 7月 8日本庄市牧西生まれ、現在 45歳です。31歳
の時に（有）小山工業を設立、土木工事業で、主に舗装工

事、解体工事をしております。何でも請け負うのでよろし

くお願いします。現在は本庄商工会議所青年部に在籍、本

庄グリーンクラブと言うゴルフ部の部長でもあります。 
小山雅彦 新入会員 
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〔卓 話〕      
「職業奉仕月間に因んで」  

職業倫理委員長 平岡達也 様 

 
本来、新井弥男職業奉仕部門委員長が卓話にお伺いする

予定でしたが、奥様のご不幸がありましたので、私が代わ

ってお伺いしました。どうぞよろしくお願い致します。 

職業とはお金を儲けるための手段であり、奉仕とは「世

のため人のために」何かをすることで、金儲けの心と「世

のため人のために奉仕をする心」とは全く次元を異にして

います。ところがロータリーはこの二つを合わせて「職業

奉仕」と言っているのです。 

ロータリーも創立して 100 年も超えると、時代背景もす

っかり変わってしまい、それに伴いロータリー本来の「職

業奉仕」の考え方が薄れてしまいました。そこで今年度、

ジョン・ケニーＲＩ会長ならびに加藤ガバナーは「ロータ

リー独特の職業奉仕への取り組みを強調する」ことを提唱

されました。更に加藤ガバナーは昨今の企業不祥事に注目

し職業倫理委員会を設けました。今の日本の経営者の中に

は、金儲けのためなら手段を選ばないという、あたかもロ

ータリーのスタートした 20 世紀初頭の混乱期にもよく似た

倫理観の欠如がみられ、職業奉仕理念の再認識が必要と思

われます。職業倫理を知るには、まずロータリーの歴史を

知ることから始める必要があります。ロータリーが誕生し

た２０世紀初頭は、極端な自由競争のもと、富と名声を得

るためなら手段を選ばない利己主義者たちが跋扈する世の

中でした。こうした職業倫理の低下、信頼関係の欠如、誰

も信じることが出来ない殺伐とした状況の中で、お互いに

心から信頼しあい、何でも語り合える友人がいたらどんな

に素晴らしいだろう。そんな発想からロータリーは生まれ

ました。当時の人達は例会で、お互いに経営上の悩みを話

し合い、他業種の人達から様々な知恵をもらいましたが、

やがて自分たちが豊かになるためには、自分のことだけを

考えるのではなくて、人のことも考えなければならないと

いうことに気づき、ここから「世のため人のための奉仕の

考え方＝倫理」を考えるようになりました。ロータリーは

こうした創立当時の先人たちの努力により職業人の倫理運

動へと発展してゆきます。先人たちの中にはシェルドンや

ハーバート・テーラーがいました。アーサー・フレドリッ

ク・シェルドンは He profits most who serves best 「最

も善く奉仕する者、最も多く報いられる」というモットー

のもと職業奉仕ならびに職業倫理の理念を提唱しました。

彼はシェルドン・ビジネス・スクールで 20 世紀の経営学を

教えていましたが、その基本理念とは、自分の儲けを優先

するのではなく、自分の職業を通じ社会に貢献するという

意図をもって事業を営めば、結果として事業の発展が得ら

れるという独自の考え方でした。この考えをロータリーが

そのまま受け入れて「職業奉仕」といいました。従って職

業奉仕の実践とは、企業経営の方法であり、私たちの毎日

の職業生活なのです。そして自分の事業で利益を得るとき

も、その行為がその職業に関連する全ての人々の幸せにつ

ながっているか考えることが必要です。 

①顧客に満足を与えているか 

②納入業者への支払が滞っていないか 

③下請けを泣かせていないか 

④従業員に不満はないか 

⑤競争相手にフェアな対応をしているか 

⑥環境保全に留意しているか 

こうすればリピーターや新規顧客の獲得につながり、それ

が高い職業倫理につながります。シェルドンの職業奉仕理

念を具体化するものとして 1915 年に道徳律（職業倫理君）

が採択され、それからのロータリーは道徳律を如何に自分

の事業所や業界に摘要するかという運動に変わってゆきま

した。しかしながらその後の幾多の変遷の中で職業奉仕理

念は衰退してゆき道徳律も廃止されます。これに代わるも

のとして「ロータリアンの職業宣言」が 1989 年に採択され

ました。ハーバート・テーラーは「四つのテスト」の産み

の親ですが、この簡潔な四つの言葉が職業倫理そのものを

表しています。 

1929 年から始まった世界大恐慌の煽りを受けて倒産の危

機に瀕していたクラブアルミニューム会社の再建に取り組

みましたが、社員全員に分かりやすいターゲットを掲げて、

正しい営業活動を行えば必ず会社の再建が出来るのだとい

うことを、社員に知らしめるために考え出したのが「四つ

のテスト」です。「四つのテスト」をより分かりやすくす

るために、別の訳を紹介します。 

言行はこれに照らしてから 

真実かどうか            品質や賞味期限に

嘘偽りがないかどうか 

みんなに公平か          全ての取引先に対し

て公正かどうか 

好意と友情を深めるか      信用を高めて取引先を

増やすかどうか 

みんなのためになるかどうか   全ての取引先に利益をも

たらすかどうか 

会員の中には職業奉仕は難しいと拒否反応を示される方

もあるかと思いますが、シェルドンやハーバート・テーラ

ーの思想を是非理解していただきたいと思います。 

職業倫理を象徴するものに、それぞれの企業や名家に古

くから伝わる「社訓」や「家訓」があります。これまでも

職業奉仕委員会でこれらを収集し発表したことがあります

が、今回はまた別な切り口で取り組んでみたいと思ってい

ます。 

1 月頃、第 2回職業奉仕セミナーを行う予定ですが、そ

れまでに各クラブにお願いして「社訓」「家訓」を収集し、

それに因んだ基調講演、グループ討議を考えています。 

その節は是非ご協力をよろしくお願い致します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



〔ニコニコＢＯＸ〕 
平岡達也 
「卓話に伺いました。よろしくお願い致します。」 
加藤玄靜ガバナー 
「平岡・地区職業倫理委員長ようこそ本庄 RCにお越しい
ただきました。」 
関根 貢 
「次男がやっと結婚できるようになりました。内野先生の

お蔭です。本当に有難うございました。」 
藤井 仁  
「ニコニコ担当者の皆様、ごくろうさまです。」 
 
「平岡達也・地区職業倫理委員長卓話よろしくお願い致し

ます。」 
田中 克 三宅健吉 佐藤賀則 野村正行 金沢喜作 
坂本優蔵 今泉憲治 金井澄雄 岡崎正六 茂木 正 
春山茂之 福島文江 野澤章夫 五十嵐敦子 石原輝弥 
坂本雄一 髙橋福八 真下恵司 中村 孝   
 
「小山雅彦君入会おめでとうございます。楽しいロータリ

ーライフにしましょう。」 
巴 高志 笠原 勝 橋本恒男 石原 修 茂木 聡 
中島高夫 内野昭八郎 狩野輝昭 今泉憲治 真下恵司 
下山正男 渋谷修身 武井包光 松原幹男 横尾 巧 
澁澤健司 須永秀和 岩渕富男 戸谷清一 竹並栄一郎 
矢島淳一 萩原達夫 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

〔出席報告〕 

 
次回プログラム 
10月 15日(木) 午後 12時 30分 第三例会 
埼玉グランドホテル本庄 
地区大会関係準備の中間報告 
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