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＜❁会長の時間❁＞ 滝沢文夫会長 
はやいもので国際ロ

ータリーで会長エレク

トが国際協議会にて次

年度のテーマを発表し

ました。詳しくは私達

入間ロータリークラブ

のホームページの国際

ニュースをご覧下さい。 

 

また、先日入間市の表彰式において、入

間市教育委員会に電子黒板とタブレット等

周辺機器を送ったことに対しての表彰を受

け、クラブを代表して頂戴してきました。 

さてここからは職業奉仕についてです。

日本の思想家・宗教家や経済人の言葉、ま

た古くから伝わる商家の家訓などの中に、

「ロータリーと同じことを言っている」と

感じることが多々あります。これは、世界

思想の中における、ロータリー理念の普遍

性や、「正しい生き方」「善き生き方」に

対する世界共通の考え方を示しているので

はないかと思われます。そこで今日は、そ

う言った観点から、日本近世の商人道の中

から、ロータリー理念と通じると考えられ

ることをいくつか紹介します。 

 

 

近江商人の「三方よし」売り手よし、買

い手よし、世間よし、この言葉の出典は定

かではありませんが、近江商人の心構え・

行動規範を後世、要約したようなものです。

近年では、企業の社会的責任論の文脈で先

駆的事例として引用されることが多くなっ

ているように思います。三方よしの中でも、

「世間よし」は、国(藩)を超えて他国に行

商して、出店しようとする近江商人が、そ

れぞれの土地(村や町などの地域共同体)で

信用を築かなければ継続的な取引ができな

かったことを示しています。似たような商 

いで、置き薬の行商をやっていた(今もあ

りますが)越中富山の薬売りが有名です。そ

のスローガンは「先用後利」です。先に商

品を提供して代金は後で回収する仕組みを

言います。江戸時代は今のように交通網が

整備されていないので、スタッフがきめ細

かく客先を訪問するなんていうことはでき

ません。また、薬は今と違って大変高価な

ものであり、各家庭に様々の種類の薬を常

備しておくことなど困難でありました。そ

こで登場するのが越中富山の薬売りです。

「後払いで結構」と各家庭に薬を置いて回

った。そこには、売る側と顧客との相互信

頼が必要となります。このように、ビジネ

ス・モデルとしても大変先進的ですが、「先

用後利」、先に使っていただいて後から利

をいただくという考え方が、顧客との永続

的な信頼関係をもたらした、といえます。

また、「先義後利」と言った人がいます。

大阪の大丸の初代下村彦右衛門が 1736 年

(元文元年)に掲げた信条です。大丸のウェ

ブサイトには、「企業の利益は、お客様・
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社会への義を貫き、信頼を得ることでもた

らされるとの意味で、言い換えると「お客

様第一主義」「社会への貢献」となります。

これは、大丸グループ共通の精神、営業方

針の根本となっています。」と解説されて

います。 

後年、(1837年：天保 8年)、大阪で大塩

平八郎の乱がおこったとき、大塩は「豪商

らに天誅を加えるべし」と檄文を農民に回

し、決起して船場の豪商たちの家を焼き討

ちするのですが、大丸だけは焼き討ちを免

れ無傷でした。大塩が「大丸は義商なり、

犯すなかれ」と言ったからです。「先義後

利」は単なる信条ではなく、実際にそうい

う商いを実践し、世間の信用を得ていたか

ら焼き討ちを免れたのでしょう。ちなみに、

大丸の代代社長は、大阪 RCの会員で二人の

ガバナーも輩出しているそうです。 

武士は主君に仕えて俸禄を得るが、商人

は万人に奉仕して利益を得ることが出来る。

だから、正しい商いをしてこそ継続的に一

定の利益が得られるのです。以上、日本近

世の商人道の中に、ロータリー理念との共

通点を探ってみました。皆様はどうお感じ

になったでしょうか？ロータリーの「職業

奉仕理念」の心棒者が特に日本に多いのは、

以上見てきたような正しい商いのあり方を

指し示した日本近世の商人道という文化

的・倫理的背景が私たち日本人の土台にあ

るからではないかと思えてなりません。ま

だまだ、ほかにもロータリーの理念と通じ

る、似たような徳目を謳った家訓や信条や

言葉があると思います。教えていただけれ

ば幸いです。 

 

 

 

＜職業奉仕委員会活動について＞ 

国際ロータリー第 2570地区 

職業奉仕委員会 細淵克則委員 

 

今年度の職業奉仕委員会の活動について

の考えをお知らせします。以下鈴木ガバナ

ーのコメントです。職業奉仕はロ－タリ－

の目的の第 2 項「職業上の高い倫理基準を

保ち、役立つ仕事はすべて価値のあるもの

と認識し、社会に奉仕する機会としてロ－

タリアン各自の職業を高潔なものとするこ

と」が特に大切であると考えています。従

いまして「職業の倫理基準・高潔性を会員

各自が認識し実行して頂きたい。」を強調

する事を各クラブに機会あるごとに触れて

ください。 

私が卓話に行くと、ロータリー財団は良

く解らないと言われます。そしてもう一つ

職業奉仕も良く解らないと言われます。皆

さん、職業奉仕とは、何でしょう？「職業を

通じた奉仕活動」なのだから、例えば弁護

士が無料の法律相談をやる。お医者さんが

無医村に出かけ無料で診療する、此れは職

業奉仕でしょうか？良く言われます「最も

良く奉仕する者 最も良く報われる」ロー

タリーの歴史を読むと。職業奉仕をしっか

りやった会社が繁栄しきちんと利益が出る

ようになった、というような話が載ってい

ます。会社の本業をさておき、奉仕活動に

精を出せば、会社が傾くのではないのでし

ょうか。それでも利益が出る、皆さん本当

ですかね？ 

職業奉仕で有名な靴屋さんの話が有りま

す。第 10回の国際大会でのシェルドンの話

です。世界中の靴屋さんが 1か所に集まる。

靴の製造器具と共に集まる。それが突然の

天災で全部が無くなったら靴なしで歩く事

になります。裸足では歩けません、社会の

中で靴屋さんが如何に役立っていたかが分

かります。職業を通じたサービス（相手の

為になる行為）です。ですからどんな職業

でも世の中に役立っているのだと思います。

これは奉仕ではなくサービスです。例えば

自動車会社が良い車を、運転しやすい、安

全な、ユーザーの為になる車、又環境に優

しい車を、適正な価格で販売するそれが職

業奉仕だと思います。メーカーが救急車な

ど寄付されるとします。これは立派な行為

ですがこれは社会奉仕です。先ほどの弁護

士さんもお医者さんもこれみな社会奉仕で

す。戦前の日本のロータリーでは、ボケー

ショナル・サービスと言われていました。

戦後はボランテアと言葉が置き換えられま

した。サービスとボランテア，違いが解り

ますよね。ボランテアは仕えまつること

で、・自己の利害を離れて長上の者や、公共

の為に尽くす事です。サービスは概念が広

く・他の者に為になる行為です。ここで地

区の職業奉仕委員会からの役割ですが、会
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員の皆さんにお願いするのが四つのテスト

です。四つのテストはロ－タリ－アンの生

活の糧としている職業における高い倫理基

準を引上げる職業倫理のひとつです。 

1.真実かどうか 

2.みんなに公平か 

3.好意と友情を深めるか 

4.みんなの為になるかどうか 

たとえば 1 番の真実かどうかは、例とし

て自分の会社の宣伝用のポスタ－等が誇大

広告ではないか？例えばライバル会社の製

品を非難し攻撃していないか。これは 3 番

目の好意と友情を深めるかと言う点に反す

る事です。四つテストを厳しく適用した結

果、お客様の信頼、信用を得、競争相手も好

意的に変わり結局会社の発展に繋がったと

言う事です。そして「最も良く奉仕する者 

最も良く報われる」。天職を通じたサ－ビ

ス、相手（ユーザ－）の事を考え、皆（ユー

ザ－・社員）の為になるように職業活動す

る事が、会社の繁栄に繋がると言う考えで

す。ですから、この四つのテストを社員の

皆さんに良く理解して頂く事が職業奉仕で

す。最後に高柳委員長のお願いです。『倫理

観を持って職業を行うこと自体が奉仕』の

精神を高め会員に自分と自分の職業を磨く

事を奨励いたします。実践に当たり各クラ

ブで「四つのテスト」をそれぞれの職場に

掲示することを推奨します。各自が自分と

自分の職業を磨いた上に、社会奉仕や国際

奉仕が成り立ちます。 

 

 

＜幹事報告＞ 晝間和弘幹事 

①RI 分担金  1360＄(1人 34＄×40 名)と

地区分担金¥564000(1人 14100円×40名) 

下期分を事務局より地区事務所に振込さ

れました。 

②第 2570 地区第 3 グループ会長幹事会が

本日開催されます。 

 

 

＜出席報告＞ 吉岡信人委員長

会員数 出席数 出席率 前々回修正率 

40名 27名 72.97％ 75.68% 

事前欠席連絡 1名 

 

●委員長報告 
＜親睦活動委員会＞ 金井祐一委員長 

4月に予定しています親

睦旅行について、この後、

打ち合わせをいたします

ので、親睦委員の方又はお

時間がある方は参加宜し

くお願い致します。 

 

＜インターアクト＞ 後藤賢治会員 

1 月 18 日に所沢高等学校

インターアクトクラブ認証

状伝達式に行ってまいりま

した。全部で 7 校となり増

えて良かったです。一人一

人がやる気があって頑張ってほしいです。 

 

＜60周年記念誌＞ 山岸義弘会員 

50年史を作成してから 10

年経ち、それ以降を記念誌

として纏めようとの話が出

まして、編集委員長を馬路

さんにお願いしました。興

味のある方は是非参加、ご協力ください。 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 馬路宏樹ＳＡＡ 

★宜父、吉田勇が令和元年度秋の叙勲にて

瑞宝単光章を受賞させて頂きました。皆

様方のお陰です。ありがとうございます。

「吉田勉君」 

★後藤健会員、今日は卓話宜しくお願いし

ます。 

「滝沢文夫君、晝間和弘君」 

★長女が駒沢女子大学、次女は武蔵野大学

高校に合格しました。 

「馬路宏樹君」 

★早退いたします。「宮崎正文君」 

本日\14,000 累計\536,892 

 

■回覧、配布物 

① ハイライトよねやま Vol.238 

② 入間市商工会賀詞交歓会お礼 

③ 事業参加費明細 

④ 出席表 10月から 12月 

⑤ 入間ＲＣ週報 25号 
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■■■会 員 卓 話■■■ 

《松江観光大使》 後藤健会員 
なぜ私が松江観光大使

になったのかと言いま

すと、元々鉄道関連の電

気工事を主に BtoB を中

心に企業活動を行い、い

つかは、地域と社会に貢

献する、事業を行いたい

と思っていました。組合

の事業委員会のなかで、公共工事、大口工

事を中心から小口工事に領域を広げ売り上

げを伸ばしている、会社の話を聞きました。

その社長の講演会が東京であり、話を聞き

自社にないものをすべて実践していること

に感銘しました。その会社名は島根県松江

市に本社を置く島根電工株式会社です。県

民所得が 46 位隣の鳥取県が 47 位、人口は

両県合わせて 130 万人、大田区と杉並区を

合わせた人口しかいない場所で、小口工事

が 7割一件 5万円以下、で年間 70億の売上

グループで 155 億の売り上げ「社員を大切

にする会社」です。 

①社員とその家族が 1 番 ②関係する会社

の社員とその家族（問屋、メーカー、協力会

社） ③お客様が 3番 ④地域 ⑤株主、この

考え方で「にほんで一番大切にしたい会社」

に選ばれております 

加盟店なろうと思ったきっかけは、設備

工事屋ではない、我々は顧客に快適な環境

を提供するサービス業。お客様さえ気づか

ない、ニーズの掘り起こしが、「期待を超え

る感動」に。人を育てる研修の質。その後、

度重なる打ち合わせを行い、島根県にも何

度とお伺いし加盟店なりました。 

現在、北は北海道札幌から沖縄まで 53社

の加盟店があり、都度情報交換を行ってお

ります。その縁で、加盟店の社長は全員松

江市の観光大使を委嘱されております。 

松江市とは島根県の県庁所在地で鳥取県

米子市と隣接し、中海、宍道湖、日本海に挟

まれた水の都と言われ、面積は入間市の約

12倍の面積があります。 

観光名所としては 

1.松江城 松江城は現存 12 天守の一つで、

山陰地方で唯一の現存天守です。 

2.宍道湖 島根県の松江市と出雲市に囲ま

れる宍道湖は、周囲は約 47ｋｍに及ぶ日

本で 7番目に大きな湖。「日本夕日百選」

に選ばれ幻想的な日没の景色が有名です。 

3.堀川遊覧船 築城当時からいまも残る松

江城を囲む約 3.7km の堀川を小舟でめぐ

る｢堀川めぐり」は野鳥や緑豊かな自然が

街並みと詩的で風流な景観が楽しめます。 

4.小泉八雲記念館 彼の愛したのは儒教的

礼節，神道的祖先崇拝，仏教的宿命観に

裏づけられた前近代的な日本人であった。

絶えず認識を改めつつ東西文化の比較の

うえで日本人をとらえ西洋に紹介した功

績は大きいとされています。 

5.松江しんじ温泉 宍道湖の北側湖畔に面

した効能豊富な豊富に湧き出す 77 度の

天然温泉と、四季折々に変化する新事故

の眺望を楽しめます。 

6.玉造温泉 数寄屋造りの歴史を重んじた

旅館が多く、落ち着いた風格を醸し出し

ています。温泉総選挙 2016で環境大臣賞

最高賞を受賞。 

7.グルメ 出雲そば・大和シジミ・のどぐ

ろ・赤天・日本酒（島根にはお酒の神様を

祀る神社もあります） 

8.お祭り ホーランエンヤ 

10 年に 1 度開催される城山稲荷神社式年

神幸祭（式年祭）です。開催年の 5 月中

旬頃から 9 日間で執り行われ、期間中に

は「渡御祭」、「中日祭」、「還御祭」の

3つの祭礼があります。 

9.夜の繁華街 伊勢宮町・島根電工の本社

のある東本町。大橋川と京橋川にはさま

れ、松江大橋からお城に向かって右手の

町並みを東本町といいます。 

10.島根県その他の観光名所 

出雲大社 その壮大な建物といい、伝統

的な神事といい、やはり神話の国出雲の

代表的存在である。 
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