目基調講演
「職業奉仕こそロータリーの原点」
国際ロータリー第 2500地 区
パストガパナー

道下俊
最近のロータリー

日本の地区は 34あります。 1 地区は
平均しますと、 3000人弱でだいた

皆さん、こんにちは。大金さん、非

い構成されていると思います。そうし

常にと丁寧主主ご紹介ありがとうござい

ますと、今 10 万を切ってきたという

ました。 2500地区のパストガパナー

ことは、 6 、 7 つの地区がつぶれたに

の道下でございます。何か、地区も違

等しい数字芯のであります。非常に大

いますし、この場にいるととがなんか

きな数字芯のであります。私は、どう

場違いのような感じもいたしますが、

してそういうふうになってきたのかと

矢橋補佐、大金委員長とお話をしてい

いうととを少し考えてみたいと患いま

るうちに、お 2 人のロータりー観に非

す。今、ワースト 5 では、アメリ力、

常にうたれましたし、共鳴するところ

日本、ブラジル、インド、そんなこと

が非常に多かったわけであります。特

でワースト 5 に入ってまいりました。

に、矢橋補佐はこの 1M を音の IGFと

2000年のラヒ椅ツツァ会長は、ロー

同じように朝からやりたかったという

タりーの衰退が始まっている、不況だ

言葉に、私は感激をいたしました。快

けのせいではない。ロータりーが魅力

く今日のこの場に立たせていただいて

をなくし、ステータスを失ったからだ

おります。どうぞ、これから皆さんと

という乙とをラピッツァ会長は言って

30~40 分に芯るかと思いますが、

おうれるのであります。

ロータリーとは何なのか、ロータりー
の原点とは何芯のか、今どんな状態に

ロータリーの魅力とは

なっているのかということを少しお話

ロータリーの魅力というのが芯ん

してあと、塚原パストガパナーに譲り

であったか、異業種間の交流が量たる

たいと思います。私はこのごろ毎月送

ものであります。厳しいテリトリーが

られてくるロータリーの友を見ると非

ありました。 1 業種 l 人の会員制があ

常に恐れを抱くのであります。という

りました。例会出席の義務、 4 回無断

のは、日本の口一タりアンの数がどん

欠席は、退会とみなす。 14 段階の会

どん減っております。 2000年には

員選考がありました。入会前のロータ

.
12 万人おりました。あっという問に

リー情報の徹底がありました。まさに、

10 万人をきってきたのであります。

ロータリーはステータスだったのであ
5
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りました。バッジ自体 l
eI:.地区に、地

偽装をやった日本八ムの製品が一時、

域に認められた誇りでもあったのであ

市場から消えました。また、圏内で

ります。入れていただいたロータリー

は鳥インフル工ンザの浅田農場はそれ

であったのであります。

を隠し 3 ヶ月で廃業に追い込まれまし

ロータリー魅力を失う

自動車は莫大な損害を被りました。最

今、どうなってきたか。ます、魅力

近では、長い歴史でぺ ζ ちゃんの愛称

を失ったロータリーは、テリトリーは

で知られる不二家が多くの人々の信頼

あって無きがごとし。職業分類は、 1

を裏切りました。テレビで頭を下げて

業種 5 人までいい、大きなクラブは

いる経営者の胸にロータリーのバッジ

10%までいい、例会も年 4回休める。

をつけている人が何人かいたというと

クラブ理事会が認めたイベントに参

とは、きわめて残念なことであります。

加したならば、それは出席とみなして

ロータリー運動というのは、倫理運動

いい。会員選考もおざなりになってき

であります。ロータリーの綱領をしっ

ました。ただ、進歩は、女性会員が承

かり書いてあるのであります。ロー

認されたことぐらいでありまして、ま

タリーの提唱する、職業倫理というの

さに、入れていただいたロータリーが

は、法律以よの高いレベルのものであ

入っていただいたロータI.Jーに芯って

ります。職業人として口ータリアンで

きたという現状であります。そういう

ある以上、職業倫理を実践していかね

.
G.
F が無く
ことになってきますと、I.

ば芯 S 1a:いのに、テレビで頭を下げて

芯ってロータリーを語る、ロータリー

いる人たちの、企業の責任者は職業倫

を勉強する場が無くなってきました。

理を失った結果であります。職業倫理

だんだんロータリーを知らない会員

の責任は、それぞれの職場で仕事に携

ト'
:
1 ジをつけてか
が増えてきました。 l

わる個人、あるいは、企業の中でそれ

ら、そん芯はすではなかった、退会者

ぞれが分担している一人ひとりであり

が続出しています。また、これはもう

ます。事業経営者だけにあるのでは芯

ロータリーでは芯い、ベテラン会員も

くて、専門職業人である、宗教家、教

退会していくのであります。一方屡近

育者、医師すべてに要求されるものな

の政治の不安でさらに社会の道徳の崩

のであります。したがって職業奉仕は

壊、商道徳を失った企業の不祥事が続

他の団体に広い、ロータリーの金看板

e
I
:
、
拓
発しております。北海道の中で l

であり、ロータリーのバッジに我々は、

銀がつぶれました。世界のフランドで

誇りを持っていたのであります。

あった雪印が信用を失いました。食肉
6

た。また、リコールを隠していた三菱
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は、手続要覧には載っていないが、生
ロータリ一変遷

きている、そん芯告示が出たのであり

口 タ リ の 変 化 は 、 83 、84 年

ます。しかし、それから何回も出たり

度の私がガパナーノミニーとして、ボ

消えたり、日本で言えば、平理事の時

力ラ一トンに行ったときあたりから始

には、完全に消えたのであります。し

まっております。スケルトン会長であ

かし、私たちは韓国のノミ二ーと一緒

りました。彼は、人頭分担金の値上げ

に、ガパナーと一緒に 23の 34の決

を理事会に提案いたしました。否決さ

議の復活を要望しました。 92 年、力

れました。彼は会員増強でそれを補お

ンザスにおける理事会において 92 の

うとしました。したがって会員摺強を

286

果たしたクラブに、会長賞をやるぞ、

を付記するととで永久に存続すると

会員増強を果たしたガパナーには会長

いうととができたのであります。これ

賞をやるぞと。その年は全世界の各ク

Iが
、 23の 34の決
は、どうして R

ラブが 1 人以上の摺強を果たしたのは

議を消したくなったか、それは後ほど

確かであります。しかし、会員を増や

お話したいと思います。ロータりーは

したから、ギブアンドテイクという発

100 年になるのですから、時の流れ

想は、ロータリーにあるのか。そうい

の中で変わっていくととがあっても、

うととで、批判があったのもひとつあ

当然と思います。しかし、歴史の中で

ります。もうひとつ彼が我々、口一タ

消しては芯らないもの、消えてはなら

りアンにダメージを与えたことがあり

ないものがあるのも確かだと私は考え

ました。それは、私たちがロータりー

ております。スケルトン会長の後、力

のバイブルといっていた 23 の 34 の

ンセコ会長、力ドマン会長と続きます

決議を彼は手続要覧から、消したので

が
、 2 人ともドクターでした。口ータ

あります。私たちノミ二ーに手続要覧

リ 創 立 100 周年には、ポりオを全

を示して、コンパクトに芯っただろう、

世界から撲滅しようというととを提唱

見やすくなっただろう、自賛いたしま

しました。時はパフルでした。口ータ

した。しかし、 Hラパラッとめくりま

リアンはこれに共鳴して、予定以上の

したら、社会奉仕のところに、 23 の

お金がすぐに集まったのであります。

34 はまったく景も形も芯かったので

国際ロータリーは、終結宣言を出しま

あります。また、個人という語句もだ

した。今、シカゴにおける本部の前に

いぶ自りられておりました。私たちは猛

は、その接種をしている銅像ができて

然と抗議をいたしました。翌日大き主主

おります。しかし、ワクチンだけあれ

紙で告示がました。 23 の 34 の決議

ば、ポリオは撲滅されるものではあり

、「社会奉仕に関する声明」それ

戸

J
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ません。それを運搬することも必要で

ように、私たちに呼びかけしてきたの

す。ワクチンを保存しておく冷蔵庫も

であります。入れていただいた口ータ

必要です。また、接種する人たちも必

リ が、入っていただいたロータリー

要芯のであります。そうするとどうし

になり、 IGFが芯くなり、ロータリー

ても金が足りなくなってきます。今、

を解らぬ会員が増えてきたのも事実で

まったく見られなくなった癒痛も撲

あります。ガパナーの公式訪問でこの

滅するのに 200年かかっているので

2 つを言っていればそれでガパナーの

あります。ポリオはそう簡単に撲滅す

責務が完遂できるという状態も出来上

るととができるはすが芯いのでありま

がりました。ロータリーの哲学、ロー

す
。 2005年にオークリッジで日米

タリ一理論を語るガパナーも少なく

親善会議が開かれました。オークリッ

芯ってきました。私たち、古いパスト

ジ市政 60 周年でありました。オ

ガパナーは広島であったと思うのです

クυッジというのは、広島の原子爆弾

が、ガパナーたちと懇談をして、せめ

をつくったところであります。日米の

て、ロータリーの哲学、理論ぐらいは、

親善会議が伊藤義郎理事の主催で開か

あなた方、公式訪問で話せよというこ

れ、私もモデレーターとして出席した

とを申し入れたとともあったのであり

のでありますが、そのときにケラー財

ーは魅力を失ってます
ます。ロータ υ

務委員長が悲壮芯顔をして立ち上がり

ます会員減少につ芯がってきたのであ

ました。ポリオの金が足り芯い。しか

ります。

し、いまさら日本アメリ力の口ータリ
アンに再度寄付をお願いしたい、そう

8

臨業奉仕は生き返るか

いうととは、私は言え芯い。せめて、

そんなときに、ピチャイ会長が、タ

世界社会奉仕、また、クラブの善意に

イから出てきました。私は、今までの

よってなんとか乙れを完遂したいとい

歴史の中でピチャイ会長というのは、

うことを、彼はそのときに言ったので

100 年の歴史の中で、名会長の 1 人

オで多くのお金を必要
あります。ポ υ

だと思います。ブリスベンの世界大

としますし、また、時代の変遷で財団

会で職業奉仕を強調されました。私は

人道プログラム、教育プログラムが多

その話を聞きながら、ロータりーは生

様化して、これまた資金を多く必要と

きる方向を見出した。そう思ったので

する状態になってまいりました。 R
I

あります。ロータリーは原点に返れロ

は、先ほど述べました、口ータリ

の

ロータリーの原点、それは職業奉仕で

ステータスをほとんどなくして、会員

あるということを彼は強調しました。

増強と財団協力を口

職業奉仕に徹するとき、ロータリー

タリーの本筋の
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は強く芯れる。ロータリーの発展はそ

念としてきでいる。今、ロータリーの

こにある。彼は強い調子で私たちに呼

存在イメージを向上させるために、職

びかけました。職業奉仕とは何か、答

業倫理の向上が問われている。自分の

。 1 つは、自分の職業を遂行
えは 2 つ

職業、叉は、グループに対して高い倫

するにあたって、奉仕の理想を立証す

理水準を維持できないときは、口ータ

ることである。もう 1 つは、事業およ

リーを去れ、非常に厳しいことを私た

ぴ専門磁に携わる口ータリアン以外の

ちに投げかけました。さらに新入会員

人に、奉仕の理想を証し、広めること

に必す、駿業奉仕を説け、職業奉仕こ

であると言い切ったのであります。さ

そロ

らに 100

年に芯る歴史的な道標に達

ことを付け加えました。私はブリスベ

する今、我々は立ち止まって棚卸しを

ンの研究会でパネラーをさせていただ

するとき、今まで、歩いてきた道、私

いたのですが、ピチャイ会長、サブー

たちが通り過ぎてきた一里塚を見直

冗会長のお 2 人に久方ぶりに口ータ

すときであります。ことにそれは、親

りーを聞いた思いで痛感したものでし

陸、奉仕というロータリーの理想が国

た。そのあと、ジョナサン会長、エス

際的に認知されるにいたったととに、

テス会長と職業倫理を強調され、パネ

篇きの目を見張る機会となることで

ラーをやらせていただき、ロータリー

ありましょう。私が特に申し上げたい

は主主んとか、生き返るかと希望を持ち

のは、ロータリーに課せられ、もっと

始めたのであります。

タリーの歴史であるからという

も重大な挑戦課題でありながら、その
心をす'っと無視されてきた案件があり
ます。幾年も幾年も課題にならす、討

聡業奉仕の歴史
これかう、後段に入ってまいります。

論もされなかった挑戦課題、それは職

1905

年に創立されたロータリーが

業奉仕でありますということを彼は私

1906

年に綱領を出しました。 1 つ

たちに強い調子で呼びかけたのであり

は、親睦であります。もう 1 つは、相

ます。ついで、サブ一元会長、インド

互扶助であります。まも芯く会員娼強

1
から出ておりましたが、 9

‑92 年

の中で地域のことも考え芯い、そんな

の会長でありました。ロータリーは倫

団体が発展するわけがない。地域のこ

理運動である。ロータリーは他の人た

とも考えなくてはということで、第 3

ちの職業を通じて大きな影響を与える

にシカゴ市の忠誠を加えたのでありま

ことができる。自分の聡業に高い倫理

す。社会奉仕の概念が少しロータリー

観を持つことをロータリーは求めてい

の中に、そのときに生まれております。

るし、ロータリーは創立以来それを理

たびたび改正されましたが、 1951
9
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年に今の綱領、私たちが手続要覧で

山ガパナーが言われました。 S
e
r
v
i
c
e

5
見る綱領は、 1

年に改正されたまま

NotS
e
l
fを発表しました。これで、

すっと続いているのであります。とい

当初の互恵主義から脱して一般の人

うことは、何かと言いますと、ロータ

たちにその心を及ぼそう、他人への

りーは倫理運動であるという姿勢をぜ

思いやり、奉仕ということの概念がと

んぜん崩していないのであります。

こに出てきたのであります。 1920

1908

年には、すごい人が 2 人入っ

年
、 S
e
r
v
i
c巴日 boves
e
l
fに変わりま

てきました。 1 人は、チェスレペリー

した。 ζのいきさつき、シェルドンが

であります。全米ロータリ一連合を作

関係したとも言っていますし、いきさ

りました。そして今の国際ロータりー

つはあまり詳しく解っておりません。

を立ち上げたのであります。 30 年以

職業奉仕、そしてこの 2 つの標語は、

上にわたって彼は、事務総長を務めま

資本主義社会で自由競争に打ち勝った

したが、退官するときに、名嘗事務総

めのノウハウであります。 1929

長を贈ろうとしたときに、ロータりー

の不況に口ータリアンは一人も倒産し

は、役を去ったときには、 1 会員に

芯かったという歴史も残っているので

過ぎ芯いとして、彼は受けなかったの

あります。シンガポールの規定審議会

¥リスは、私は土
であります。ポールJ

でコリンズの標語が第 1 位になりまし

台を建てた、しかしその上に建物を建

た。シェルドンの標語は第 2 位となり

てたのはチェストペリーだと、大変な

ました。しかしシェルドンの標語は、

信頼を持っていたのであります。もう

円l
は、消したくてたまらなかったの

1 人は誰か、シ工ルドンであります。

であります。したがって女性会員も出

シ工ルドンは親睦の中に、奉仕、他人

てきているのに、 Heは、おかしい、

への思いやり、そん芯ものがあるだろ

On巴だ Theyだと言っておりますが、

う、そういう心がある、 HeP
r
o
f
i
t
s

HeP
r
o
f
i
t
sというシェルドンの標語

MostWhoServicesTheBest、

は、私は口ータりーの歴史だと思って、

サービスという言葉を初めて使った

ずっと Heを使わせてもらっておりま

のであります。そして、奉仕とは利互

す
。

と利他との調和であると考えました。

年には、「全職業人を対象と

シェルドンの入会がなかったら、今日

する、ロータリー倫理司 I
Jが発表され

のように幅広いロータりーの論議は起

ております。「道徳律j とも言います。

こらなかったのであろうと思っており

65 年にわたって、ロータりーの倫理

ます。

形成に重要な影響を与えてきたのであ

1910
10

1915

年

年、コリンズが、先ほど丸

ります。その後のロータり一運動の核

目基調講演
であったのであります。 IGFでは、常

の 1 番初めに出てきておりますが、オ

に道徳律を検討し討議したものであり

ハイオ州にダテアーデンというロー

ます。その文章の中で、黄金律という

タリアンがおりました。彼の子供が交

言葉がある。そういうととで、宗教的

通事故にあいました。不幸にして亡く

であるということで、 1980 年には、

芯ったのでありますが、もし、そのま

とれは消されたのであります。

ま生きていたとしたならば、身障者と

1915 年、職業奉仕とは、ロータ

して、多くの人たちの世話になったで

りアン自身の心の過程のことである、

あろう。彼は、身障者問題にかけたの

自己の職業を通じて自己の職業の倫

であります。全米のロータリアンがと

理観を高め、他人への思いやりの心の

れにこたえました。施設を作り 寄付

状態を職業奉仕であるとガイガンディ

を送り、学校を作り、非常に大き芯奉

ガーは「ロータリ一通解j を表わしま

仕を彼はしたのでありますし、全米の

した。とれがロータリーではじめての

会長にもなったのであります。しかし、

文献であったのであります。それと同

ロータリーの奉仕というのは、そんな

時に、発表したときから、シェルドン

団体で、そして金銭奉仕ではないはす

のP
r
o
f
i
t
sということが問題になって

だ。ポールJ¥リスと、シェルドンは苦々

いたのですが、彼は、奉仕を実践する

しく見ていたのであります。年々その

ものは、自ら受益者で芯ければならな

論争は激しくなってきました。 23年
、

い、信頼と信用、短い言葉であるが、

セントルイスの世界大会は、歴史上で

それが職業奉仕であると言い切ったの

最も荒れた世界大会だったという歴史

でありますし、発表したときから問題

が残っております。そのときに、ロー

であったシェルドンの P
r
o
f
i
t
sについ

タリーは分裂するか、消滅するかと

ても、受益者であるということで生ま

いう危機に直面したときに、ポール J
¥

れてくる満足感とか、達成感とか、信

リスは、ウィ υアムマニアジュニア、

用の精神面が利益より大きいと彼は弁

ウィリアムウインドパークこの 2 人に

護したのであります。

命じて、 1 晩で書き上げて、 34番目

1923 年に、 23の 34の決議が

に出したのが、 34号決議なのであり

出てきました。初期ロータリーの社

I
ます。何がその中に曾かれていて、 R

会奉仕の概念は先ほど、綱領 3 番目に

が消したかったかと言いますと、 lつ

出てきたということを言っております

は、クラフに独立権があるということ

が、ほとんどそのプログラムは青少年

Iが何をやると
であります。そして R

プログラムであったのであります。雪

ころかということが書いてあるのであ

の日の新聞売りの少年の話がその歴史

I
りますが、それは、都大と鑓強に R

苦
言

目基調講演
は力を入れるべきであると、そして各

る必要があるのか、そんなことを私た

クラフに情報は提供する。しかし、各

ちはだいぶ論議したのでありますが、

クラブが活動している中で、綱領に違

R
Iはいまだに撤回しておりませんし、

反しなければ、決してこれを禁じたり

いつの間にか手続要覧では世界本部と

命令したりする乙とはできないという

怠っております。

条文だったのであります。それがだん

1927 年にクラブ奉仕、社会奉仕、

だんだんだん先ほどお話しましたよう

職業奉仕、国際奉仕の 4 分類が確立し

に、会員増強、財団協力がロータリー

ました。これが今、 CLPであやふや

の本筋になってきたようなときに、 R
I

になるということで、多きな論議がか

は、乙れが邪魔になってきたのであり

わされているのでありますが、これは、

ます。したがって 23の 34を消した

あとのパネルデイスカッションでよく

い。消えたり、出たりしてきたのであ

お聞きになってください。

りますが、もう 1 つ、ポリオ以来財団

1928 年に「ロータりー宣言」が

の資源を必要としているプログラムが

出ました。大連クラブにいた古沢丈作

多様化して、円 l
の資金難で、会員増強、

氏が作ったのであります。ロ

財団協力が本筋のようになって、口ー

綱領を英文で暗記しているうちに、そ

タり

はどうしても、邪魔に怒って

のリズムを日本語に訳したらどうなる

Iをセントラルオ
きた。また、替は R

のか。「大連宣言J とも言います。「須

フィスといっていました。私たちのこ

らく事業の人たるに先立ちて道義の人

ろは、中央事務局と言っていたのであ

たるべし、蓋し事業の経営に全力を傾

ります。いつの間にかヘッドクウォ

倒するは、因って世を益せんがためな

タ一、世界本部、司令部と芯ってきま

り。故に吾人は道義を無視して所謂事

した。私とそれから、大阪の、うちの

業の成功を獲んとする者に与せず」こ

地区にも、この地区にも、会長代理と

れだけでも頭に入れておけば、拓銀も

Iにとれを
してきた中島治一郎と、 R

つぶれなかったでしょうし、いろんな

猛烈に抗議したのであります。セント

企業の経営者は、テレビで頭を下げる

ラルオフィスに戻せ、ヘッドクウォー

こともなかったのだろう。乙の「大連

タ一、司令部はこれになじまないと

宣言」の第 1 条の中に、ロータリーと

Iの返事は、
言ったのでありますが、 R

は伺か、そして職業奉仕とは何かとい

セントラルオフィスではパンチが効か

うことが、凝縮されていると私は思つ

芯いという返事だったのであります。

ているのであります。

タリ

、
1
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命令したり禁止したりするととができ

1932 年、倒産しかかった会社を

Iが、どうしてJ'i.ジチを効かせ
芯い R

八一パートテーラーは f4つのテストJ

目基調講演
52 年 に ロ タ り に

のであります。手続要覧に載っており

寄付されました。資本主義競争は厳し

ますから、よくお読みになってくださ

いときに生まれ、そして生き残った言

い。非常に中身は、道徳律、今消えて

行に照らしての手法であります。これ

おりますが、非常にそれの流れをくん

はロータりーの人類文化史に乗った最

で、克明に磁業奉仕が伺なのかという

大の功績の 1 つであろうと、言ってい

ことが書いてあります。

で救いました。

そろそろまとめに入りたいと思いま

るのであります。

1987 年、ケラー会長は、 40年問、

すが、ロータリー思想を学んで、自分

理事会で職業奉仕という話題は 1 つも

の職業に誇りを持って職業倫理をロー

提供されなかった。しかし今、政治の

タリーの世界に生き返らせるには、今、

不安定、それから、社会道徳の荒廃が

10 月の職業奉仕月間に会長も書きま

スポーツまで及ぶというととで彼は、

すが、 i4 つのテスト J i口ータリア

職業奉仕委員会を立ち上げたのであり

ンの職業宣言」を強調されます。しか

ます。しかし、出てきた「職業奉仕へ

し
、 i4 つのテスト」は言行に照らし

の声明J しかし、個人奉仕と言われて

ての手法であって、実践の行動パター

いた職業奉仕がクラブもできるという

ンそのものには芯りえないのでありま

ことになってきたのであります。伺が

す。ハーバードテーラーの弁護士は、

できるのか。職業案内、職業斡旋、職

これを作ったときに、私がこれを忠実

業指導、そうすると、まるで職業安定

に守ったのなら、私は餓死するであろ

所ではないのか。これも発表されまし

うというぐらい、内容の厳しさをもっ

たが、不評だったのであります。それ

ているのであります。「ロータリーの

で
、

1989 年、「口ータリアンの職

23
綱領」それから「道徳律J i

の 34

業宣言j が出されました。これは、先

号決議J i
大連宣言j までさかのぼっ

ほどお話しました。道徳律に匹敵する

て醗業奉仕の概念をしっかり把握し

もので、聡業は、社会的責務である。

なければならないと私は考えておりま

職業倫理を基盤として、法律および道

す。ロータリーとは何か、ロータリー

徳を守る乙と、地域社会の質の向上、

の原点とは何か、私たちは自ら実践

聡業的努力の必要性、広告、ロ

タ

し、語り継いでいく責任があると思う

リアンとしての取引に関する倫理、そ

のであります。皆さん、もう一度、ロー

ういうことを非常によく嘗いているの

タリーを生き返らそうではありません

G
Fが 1M となって、こ
でありますが I

か。ありがとうございました。

れが、口ータリアンの中で論議されな
かったことは、きわめて残念なことな
13

