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「過去を知らなければ、現在を語ることはできない。」これはロータリアンでもあり、イギリスの宰
相でもあったチャーチルの言葉です。そこで誰にでも解るように、ロータリーが歩んできた道を説明
したいと思います。
敷石を敷き詰めた路地裏の小道から反れて、薄暗い下り
階段をとんとんと降りていくと重厚な樫の扉が正面を遮り
ます。ノッカーをこつこつと鳴らすと、小窓が半分開い
て、当人であることが確認されると、ドアマンが重々しい
音を立て扉を開きます。 「いらっしゃいませ。お待ちし
ておりました Sir ! 」
店内は葉巻の香りが漂い、まだ禁酒法が敷かれる前のこ
ととて、あちらこちらのテーブルでは大きなジョッキを傾
けて談笑する姿が見られます。語られているのはもっぱら
商売の話。
「誰かさんが生糸に投資してなんぼ儲けた。」と
か、
「誰かさんが株で幾ら摩った。
」とか「店を広げたいので誰か投資してくれないか。
」といった話が
殆んどです。
女性の客はおらず、ビールや食事を運ぶウエイトレスだけが目立っています。
そんな喧騒の中で、リーダーらしき男がおもむろにガベルの前に立って
ハンマーをこつこつと叩いて開会を宣言します。
「只今より例会を開催す
る。
」
これが初期のロータリーの例会の姿です。
当初は会員の職場を回って例会を開き、昼食に手
間取って遅刻した会員がでたことから、どうせ集ま
るのだから共に食事を摂ってゆっくり語り会おう
と、幾つかのレストランを会場に選んで回り歩い
て、最後にシャーマン・ホテルに落ち着いたという
記録が残っているので、この話は決して作り話では

ありません。
当時のアメリカでは母国のヨーロッパを真似たク
ラブが数多く作られ、ポール・ハリス自身もブレス
マン・クラブや、後日ジーン夫人と知り合うきっか
けを作ったプレーリー・クラブなどかなりの数のク
ラブに属して余暇を楽しんでいたと言われていま
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す。そんな中で、多くの人が集まって親交が深まったにどんなに良い
ことだろうと、単純な考えで作ったのがロータリークラブでした。
1905 年 2 月 23 日木曜日の夜は、とても寒い夜で、ミシガン湖から
吹き付ける、小雪まじりの身を切るような寒風が吹き荒んでいまし
た。ポールと、彼の顧客でもあった石炭商シルベスター・シールは、
イリノイ街 18 にあったマダム・ガリの店で夕食を摂りながら、兼ね
てから話していたロータリークラブ結成の構想を具体的に説明しまし
た。マダム・ガリの店は、テノール歌手のカルーソーなどの有名人が
よく利用する、ポールお気に入りの店でした。
シールはポールの構想に全面的に賛同しました。二人はシカゴ川に
かかる橋を渡って、ディアボーン街 127 N.ユニティビル 711 号室にあ
る鉱山技師ガスタ
ーバス・ロアの事務所に行きました。そして、既
にその場で待機していたロア、洋服生地商ハイラ
ム・ショーレーと共に、ロータリークラブ設立の
ための最初の会合が開かれたのです。
ロータリーを創立したポール・ハリスは、何故
かクラブ運営にあまり関心を抱かず、初代会長に
就任したシルベスター・シールの、相互扶助によ
って会員の懐を潤すという方針の下で、クラブが
運営されました。
当然のことながら、当初のロータリー・クラブには奉仕という概念は毛頭もなく、仲良しが集まっ
て親交を深め、どのようにして儲けるかを語り合い、儲けるための商品を融通したり紹介しあうこと
が主な目的でした。そしてそれを可能にするために、一人一業種の原則の下で多くの会員が集まって
きました。
1906 年 1 月に作られた
定款によれば、統計係と
いう役職が設けられて、
会員相互の商取引や斡旋
の結果を郵送して例会で
報告し、一喜一憂したと
いう記録が残っていま
す。
さらに例会の中では取
引の話がされるので、例
会内容を外部の人に漏洩
することを禁止する条文
まで制定されています。
「Service, not self」というフレーズを紹介したミネアポリス・クラブのフランク・コリンズも、
ポートランド大会のスピーチの中で会員の紹介によって 8，000 ドルの売買が成功したことを告白し、
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ロータリーの物質的相互扶助の恩恵に感謝の念を述べています。
お互いが心から打ち解けあえる親友となって商取引をするのですから、不正や不都合な取引は起こ
り得ません。最初は零細な商売人に過ぎなかったロータリアンは、原価取引による物質的相互扶助と
一人一業種の職業分類制度というカルテルに守られて、急速に業績を伸ばしていきました。
この排他的な秘密結社のような団体に対する世間の目は厳しく、ロータリアンの中からも批判の声
があがってきました。その非難を避けるために、相互扶助で儲けた金の幾ばくかを、チャリティとい
う行為で社会に還元するという行為が行われるようになりました。
愛馬を病気で失って、馬を使った耕作も馬に乗って出かける宣教もできなくなった牧師兼農夫に新
しい馬を贈ったり、街角で物乞いをしていた不具の少年を例会場に連れてきて金銭や衣類を贈った話
は「Golden Strand」にでてくる、あまりにも有名な逸話です。
1906 年 4 月に、ドナルド・カーター事件が起こりました。フレデリック・トゥイードが、特許弁理
士ドナルド・カーターに［物質的互恵］の特典を説明して、シカゴ・クラブへの入会を薦めたとき、
彼は職業を持って社会で生活している以上、職業を通じて社会に貢献することが自分が存在する証に
なるのであって、自分たちだけの利益にこだわって、社会的に何もしない団体に将来性も魅力もない
と述べ、入会を断りました。
その考え方に共感したトゥイードは、入会して内部から改革を実現するように説得して、カーター
はこれに同意してシカゴ・
クラブに入会します。
フレデリック・トゥイー
ドとドナルド・カーターの
発案で行われた対社会的奉
仕活動の実践例が、ループ
地区(シカゴ中心部)におけ
る公衆便所設置活動です。
当時のシカゴのループ地
区で顧客用にトイレを供用
していたのは、百貨店かバ
ー位しかなく、トイレを借
りる必要に迫られた通行人
は、女性は化粧品を買うこ
とと引き換えに百貨店のトイレを借り、男性はビールの一杯も飲みにバーの扉をくぐらなければなり
ませんでした。
もし、無料のトイレができれば、これらの店の収入に影響を与えることは、誰の目にも明らかでし
た。
そこで既に店内にトイレを備えている百貨店協会やシカゴ醸造組合の激しい妨害を受け交渉は長引
き、土地を掘り起こすまでに 2 年の歳月が掛かってしまいましたが、最終的には、建設用地と 20,000
ドルの補助金を市当局から引き出すことに成功して、1909 年に市役所と公立図書館の横に二つの公衆
便所が出来あがったのです。
つぎに起こった対社会的奉仕活動は身体障害児援助活動であり、主に地方の小クラブが実施し、マ
ルホランド会長を輩出したトレド・クラブや、エドガー・アレンがこの運動をクラブがバックアップ
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することを条件に入会し、最終的には「全米身体障害児協会」の設立にまで漕ぎ付けたエリリア・ク
ラブなどの例があげられます。
対社会的奉仕活動の必要性は認められたものの、会員同士の物質的相互扶助によって事業を発展さ
せるという手法は、その後も続けられました。
1911 年の全米ロータリークラブ連合会の会員名簿には、当時加盟していた 24 クラブについて 3 ペー
ジずつの情報が記載されています。1 ページ目はそのクラブのクラブ名と会長、幹事の電話番号と住所
や例会場所や時間が書いてあります。残りの 2 ページにはそのクラブのテリトリーの中にある著名な
企業名、電話番号と住所が書いてあります。これは遠隔地におけるロータリアン同士の取引に使うた
めです。
騙すより騙される方が悪いという世の中ですから、シカゴの果物商がカリフォルニアの農園と取引
したとしても、果
物商に注文通りの
オレンジが届く確
証はありません。
また農園の方にも
約束通りの料金が
支払われる確証が
ありません。しか
しロータリアン同
士の取引ならばお
互いが信頼できた
わけです。
1911 年の連合会
の組織表には、
Local Trading
Committee、
Intercity Trading Committee、National Trading Committee という委員会が明記されています。
Local Trading Committee は自分のテリトリー内における取引を活性化する委員会です。Intercity
Trading Committee は近隣都市間の取引、National Trading Committee
は全米が対象になります。そのような組織を作って会員同士の物質的
相互扶助を連合会が積極的に援助していたのです。
1907 にポール・ハリスは、クラブの充実、他の都市へ新規クラブ設
立、対社会的奉仕活動の実施を公約に掲げて、会長に就任します。そ
してフレデリック・トゥイードとドナルド・カーターの提案を受けて
初めて行った対社会的奉仕活動が、前述の公衆便所設置活動です。
しかしこの活動を巡ってクラブは大混乱に陥ります。クラブは親
睦と会員の事業の拡大を図るべきで、徒に対社会的奉仕活動に走るべ
きではないというのが、印刷業ハリー・ラグルスの意見でした。大方
の会員もラグルスの意見に賛成しました。ラグルスは自分の立場をよ
り優位にするために、二人の新人を入会させました。それがシェルドン・スクールの設立者、アーサ
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ー・フレデリック・シェルドンと、シカゴ図書館の責任者であったチェスレー・ペリーです。
運命の悪戯か、熟慮の末、彼ら二人が選んだ途は、ポール・ハリスの方針に従うことでした。シェ
ルドンは情報拡大委員長に抜擢されて、奉仕の必要
性を経営学者の立場から説き、これに反発する親睦
派の間で、激論が続きました。例会ごとに起こる激
論にたまりかねたラグルスは、やおらテーブルの上
に立ち上がって、
「歌でも歌って、頭を冷やそう。
」
と言って、歌を歌い始めました。ラグルスは例会ご
とに歌詞カードを自分の印刷所でコピーして持参
し、激論が始まるとそれを配って自ら指揮をして、
会場の険悪な雰囲気を和らげました。これがロータ
リー・ソングの始まりと言われています。
ポール・ハリスは翌年度も会長を続けますが、ク
ラブ内の混乱はますますひどくなる一方で、ついに職半ばで会長を辞任します。それに伴ってシェル
ドンも情報拡大委員長を罷免されます。
当然の成り行きでラグルスが次の会長になったものの、その次の会
長を選ぶ段階でポール・ハリス派のチェスレー・ペリーとラグルス派
のラムゼーが青組と赤組に分かれて激しい選挙戦が行われ、結果とし
てラムゼーが会長に当選します。
会長選挙には敗れたものの、ロータリー・ライフの重要性を強く感
じていたチェスレー・ペリーは、奉仕活動や拡大も必要ですが、クラ
ブの親睦を図ることも大切だと考えました。そして当時 16 設立されて
いた各地のロータリークラブの連合体を作って、とかく論争の種にな
る奉仕や拡大はこの連合会が行い、クラブは親睦という当初の方針に
専念することを提言し、これが採択されて、1910 年に全米ロータリー
クラブ連合会が発足します。
三人の貴重な人材に去られたシカゴクラブは、クラブ・ワンとしての誇りを抱きながらも、顕著な
業績も見当たらぬ、平凡なクラブとして現在に至っています。
ポール・ハリスは会長に選任され、さらに名誉会長の肩書をもらいながら、プレーリー・クラブで
知り合ったジーンと結婚して、カムリーバンクの我が家に引きこもり、表向き病弱を理由に療養と事
業の拡大に専念していた模様ですが、体調が回復したこともあっ
て、1926 年から活動を再開し、世界各国のロータリークラブを視察
した以外は、ロータリーにおける顕著な活躍の記録は見当たりませ
ん。
事務総長に就任したチェスレー・ペリーは 1942 年までの 32 年間
その職に留まって、組織や管理運営など、今日の RI の基礎を作り
ました。シカゴ・クラブは、長年の間かかって RI を強固な組織に
育てて古巣にもどってきたチェスに敬意を払って、1947 年に会長と
いう栄誉を与えました。
シェルドンは Business Method Committee の委員長に就任して、経営学という全く新しい概念から
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奉仕理念を説きました。
当時の共和党政権は、従
来から引き続いて弱肉強食
の自由主義経済に基づく資
本主義を踏襲していまし
た。過酷な労働を課せられ
た労働者の犠牲のもとで、
資本家は利益を得ることに
狂奔し、同業者同士もお互いをライバルとして、醜い競争に明け暮れ、
宣伝はすべて虚偽か誇大、騙すより騙される方が悪いというのが、当時
の状況でした。
ミシガン大学で最新の経営学を学んだシェルドンは、この末期的な状態を是正するために、1902 年
にシェルドン・スクールを設立して、全く新しい形の経営学を教えました。そして、
「He profits most
who serves best 」というフレーズをこの学校のモットーとして作ったのです。
シェルドンの考え方は結論から言えば原因結果論です。シェルドン経営学理念は、継続的な事業の
発展を得るために自分の儲けを優先するのではなく自分職業を通じて社会に貢献という意図を持って
事業を営む、すなわち会社経を学問と捉えて原理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、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
利益を得る方法だと考えたのです。すなわち当時からすれば、極めて革命的な考え方であったと言え
ましょう。儲けようと思ったら他人の立場に立って、自らが先に奉仕をしなければなりません。その
奉仕が後から利益となって返ってくるのです。ささやかな奉仕には、ささやかな利益しか得られませ
んが、大きな奉仕には大きな利益が還元されます。その順番を間違えないことが大切です。利益を得
ることを優先にした事業は結果として失敗します。相手に奉仕することが先行されなければならない
のです。
さらのこの考え方は黄金律 「do unto others as you would have them do unto you.」即ち、「自分
がしてもらいたいことがあれば、先ず他人にしてあげなさい。」と同じ意味を持ち、それを経営学の立
場から述べたのが、
「He profits most who serves best 」であると述べています。
シェルドンは「奉仕の原則と保全の法則」の冒頭で奉仕とは何かを定義しています。
奉仕とは
1. 仕事を管理する人たち(企業主)を管理すること。
2. 管理される人たち(従業員)を管理すること。
3. この両者に顧客を加えた集団を管理すること。
さらに、これに時間やエネルギーやお金や材料を無駄遣いせず有効に活用して保全することを付け
加えることです。これはすべて安心と豊かな実りを獲得するための道です。
世に有用な職業に従事している人は全員、奉仕によって品物を作り、それを売っているのです。す
べての従業員は、人に役立つものを作り、雇用主はそれを売っているのです。役に立つこととは奉仕
の別名なのです。
私たちが今まで使ってきた「奉仕」とはかなり異なった定義であり、世に有用な職業に従事して働
く行動は、全て奉仕だと考えてもいいように思われます。
さらに「経営学」の中でシェルドンは、Service という単語そのものについて、あまりにも多くの意
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味を持った単語なので、一言で言い表すことは不可能であると前置きして、Service を受けた立場から
得られる「満足感」であると述べています。
Service をする立場からはどのように表現したらいいのでしょうか。「奉仕」という言葉が、パチン
コ屋の出血サービスやバーゲン・セールを連想して、どうしても嫌ならば、これを「貢献」と訳すの
も一つの方法かもしれません。
シェルドンの定義によると、世に有用な全ての事業に従事することを奉仕と呼んでいますから、自
らの事業を通じて、継続的な利益をもたらす顧客を確保することが、ロータリーの職業奉仕だという
ことになります。
それではどのような企業経営をしたら継続的な利益をもたらす顧客が確保できるのでしょうか。
シェルドンはインドの哲学者バカバン・ダスの書いた「平和の科学」から学んだと前置きをして、
「品質、量、管理状態」が奉仕を計る普遍的な基準であり、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ると述べています。
良いセールスマンになろうと思えば、正しい「質・量・管理の方法」で商談を進めることです。あ
なたが顧客に言っている言葉の質を確かめてください。あなたは良い言葉を使っていますか。顧客の
心証を害するような発言はしていませんか。あなたの商談の量は適切ですか。論理的に話しています
か。要点をしぼって話していますか。適切に話していますか。顧客の前での態度はどうですか。セー
ルスマンを雇っている会社は、そのスタッフによって評価されていることを、忘れてはなりません。
貴方が製造業の良い事業主になろうと思えば、正しい「質・量・管理状態」で企業経営を進めなけ
ればなりません。自社の製品の質に自信がありますか。うっかりミスに備えた対策を講じています
か。常に製品の研究開発を進めていますか。十分な製品を作るための設備投資を行っていますか。万
一の場合に備えた対策を講じていますか。マン・パワーを開発するための社員教育を行っています
か。社員の意見を聞いて、それを反映する機会を設けていますか。
小売商の場合も同様に、正しい管理方法の下で、十分な量の良い商品を顧客に提供することです。
商品の品質が高いこと。一度売った商品には責任を
持つこと。理屈に合った価格であること。商品の種
類が豊富で、十分の量が確保できること。店主や従
業員この態度がいいこと。商品知識があること。広
告が適正であること。
こういうことが守られている店には、何度でも行
きたくなるものです。すなわちリピーターが確保できるのです。
シェルドンは人間関係学からも事業経営を説いています。
良好な労働環境を提供するのは資本家の責務であり、そのためには、適正な報酬を支払うこと、安
全性、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に繋がります。
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非正規雇用者やパートタイマーを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。
その代わりに、従業員には、最善を尽くして会社のために働くこと、業務上の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。
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このようなまったく新しい奉仕
理念を教えるシェルドン・スクー
ルは高い評価を受け、1921 年当時
のロータリアン数 8 万人に対し
て、シェルドン・スクールの卒業
生は 26 万人を超え、シェルドンの
没後も 1946 年まで存続しています
ので、おそらく 100 万人を超える
ものと思われます。卒業生の中か
ら数多くのロータリアンが生まれ
て、全米各地でシェルドンの奉仕
理念を説き、かつ実践して、当初は零細業者に過ぎなかったロータリアン
に大きな恩恵を与えました。
しかし、好事魔多しの格言のごとく、その後のシェルドンは数多くの難
題に直面することになります。
ロータリアンになって全米に散った、シェルドン・スクールの卒業生は
シェルドンの経営学に基づいて、後日職業奉仕と呼ばれるようになった奉
仕理念を提唱し、実践し、確実に 自分の事業や業界の業績を伸ばしてい
きました。チェスレー・ペリーは事務総長として、ジョージ・ピンカムは
全米連合会の運営に、ジョン・ナトソンは「ロータリー道徳律」の制定等
に大きく貢献しました。
しかし相変わらず会員同士で相互扶助によって利益を得ようとするクラ
ブも後を絶ちませんでした。例えば、広告宣伝関係の会社が相互扶助のた
めに 1905 年に設立したミネアポリス・パブリシティ・クラブは、1909 年
にその名をミネアポリス・ロータリークラブと変えましたが、行っている
事業は会員同士の事業の紹介によって利潤を得ることでした。
このクラブの２代目会長を務めたフランク・コリンズが 1911 年のポー
トランド大会で述べた「Service, not self 」は実はミネアポリス・パブリ
シティ・クラブから引き継いだモットーであって、決して、
「自己滅却の
奉仕」とか「無私の奉仕」といった次元の高いものではなく、今まで会員
同士に限っていた取引を広く一般に広げていこうという、至極当然なモッ
トーに過ぎません。なお、大会における彼のスピーチ原稿には、ロータリアン以外の食糧品店と取引
をして成功した例や、相互扶助によって 8，000 ドルを超える不動産取引に成功した例をあげ、これを
「Service, not self 」の成果と結びつけています。
コリンズが、1911 年のポートランド大会で「Service, not self 」を発表することを知ったシェルド
ンは、この「Service, not self 」というフレーズが、物質的相互扶助を礼賛するものではなく、
「 He
profits most who serves best 」すなわち 黄金律「do unto others as you would have them do unto
you.」と同意議であることを説得するために、事前にコリンズと会って縷々説明しましたが、この真
意はコリンズには届かず、語られたのは物質的相互扶助の素晴らしさのみでした。
シェルドンが提案した「 He profits most who serves best 」はシェルドン派のピンカムによって大
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会決議として採択されましたが、その 2～3 年後から「Service, not self 」や「Service before self 」
が併せて使われるようになり、更にその 2～3 年後からは耳触りの良さから「Service above self 」に
取って代わり、現在に至っています。
経営学上深い意味を持って作られた「 He profits most who serves best 」と、詠み人知らず、意味
不明の単なる言葉遊びの結果としか思われない「Service above self 」が、対社会的奉仕活動を推進す
るための同列なモットーとして使われていることに、シェルドンはどんな気分だったでしょうか。
シェルドンの奉仕理念を具体的に職場で実践するための「道徳律」を制定する作業が、1913 年のバ
ッファロー大会で提案され、1915 年のサンフランシスコ大会において「全分野の職業人を対象とする
ロータリー倫理訓(道徳律)」が採択されました。

全分野の職業人のためのロータリー倫理訓（道徳律）
この職業倫理基準は、我々の共通な人間性に基づく思いやりを心に留めるものである。職業上の取
引や野望や諸関係は、常に社会の一員として自分が果たす最高の義務を考慮すべきである。職業生活
のあらゆる場面において、また、自分が直面するすべての責任において、先ず最初に考えなくてはな
らないことは、その双方を終えたときに始めて果たされる責任と義務を満たすことである。人間の理
念と業績の水準を、当初よりも少しでも高めなければならないし、このことを考えることこそ、ロー
タリアンとしての私の義務である。この見地から、本委員会は、国際ロータリーの職業倫理訓の基本
は、次の原則に従うことに同意する。
第1条

自分の職業は価値あるものであり、社会に奉仕する絶好の機会を与えられたものと考える
こと。

第2条

自己改善を図り、実力を培い、奉仕を広げること。それによって、「最もよく奉仕する
者、最も多く報いられる」というロータリーの基本原則を実証すること。

第3条

自分は企業経営者であるが故、成功したいという大志を抱いていることを自覚すること。
しかし、自分は道徳を重んじる人間であり、最高の正義と道徳に基づかない成功は、まっ
たく望まないことを自覚すること。

第4条

自分の商品、自分のサービス、自分のアイディアを金銭と交換することは、すべての関係
者がその交換によって利益を受ける場合に限って、合法的かつ道徳的であると考えるこ
と。

第5条

自分が従事している職業の倫理基準を高めるために最善を尽くすこと。そして、自分の仕
事のやり方が、賢明であり、利益をもたらすものであり、自分の実例に倣うことが幸福を
もたらすことを、他の同業者に悟らせること。

第6条

自分の同業者よりも同等またはそれに優る完全なサービスをすることを心がけて、事業を
行うこと。やり方に疑いがある場合は、負担や義務の厳密な範囲を越えて、サービスを付
け加えること。

第7条

専門職種または企業経営者の最も大きい財産の一つこそ、友人であり、友情を通じて得ら
れたものこそ、卓越した倫理にかなった正当なものであることを理解すること。

第８条

真の友人はお互いに何も要求するものではない。利益のために友人関係の信頼を濫用す
ることは、ロータリーの精神に相容れず、道徳律を冒涜するものであると考えること。

第９条 社会秩序の上で、他の人たちが絶対に否定するような機会を不正に利用することによっ
て、非合法的または非道徳的な個人的成功を確保することを考えてはならない。物質的成
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功を達成するために、他の人たちが道徳的に疑わしいという理由
から採らないような、有利な機会を利用しないこと。
第 10 条 私は人間社会の他のすべての人以上に、同僚であるロ
ータリアンに義務を負うべきではない。ロータリーの神髄は競争
ではなくて協力にあるからである。ロータリーのような機関は、
決して狭い視野を持ってはならず、人権はロータリークラブのみ
に限定されるものではなく、人類そのものとして深く広く存在す
るものであることを、ロータリアンは断言する。さらに、ロータ
リーは、これらの高い目標に向かって、すべての人やすべての組
織を教育するために、存在するのである。
第 11 条 最後に、「すべて人にせられんと思うことは、他人に
もその通りにせよ」という黄金律の普遍性を信じ、我々が、すべ
ての人にこの地球上の天然資源を機会均等に分け与えられた時に、社会が最もよく保た
れることを主張するものである。
この 11 条はシェルドン・スクールの卒業生であるジョン・ナトソンがドイツ語で記
載しており、
「すべて人にせられんと思うことは、他人にもその通りにせよ」
「Do unto
others as you would have them to do unto you.」という黄金律と、
「 He profits most
who serves best 」との関係を盤石のものにしました。
第一条では職業は社会に奉仕をするために存在すること。第二条では道徳律の基本理念を企業経営
で実証すること。第三条では嘘偽りのない企業経営をすること。第四条では双方が満足する商取引を
すること。第六条では自分が売ったり施工した商品に関して徹底的にアフターサービスをすること。
さらにロータリアン同士の取引に特別の配慮や便宜を払わないことが書かれています。
職業奉仕の理念が完成し、ロータリーの職業奉仕のモットーが確定し、具体的な活動指針となる道
徳律が完成しました。そしてそれから後のロータリー運動は、その道徳律をいかに自分の事業所や所
属する業界に適用するかという運動に変わっていきま
した。
道徳律が作られた 1915 年当時はまだ経済規模が小さ
く、ほとんどの事業所は資本家が経営者を兼ねている
時代でした。従ってロータリーの奉仕理念は経営者で
あるロータリアンの意志によって素直に事業経営に反
映されたものと思われます。
1925 年の RI の発表によると、ロータリアンが自ら
制定に関与して、正しく実行されている、全世界の企
業の道徳律は 145 に上ることが報告されています。
業界が採用した道徳律の中で有名なのが、ガイ・ガンディカーが作ったレストラン協会の道徳律で
す。若年労働者の深夜労働が当たり前だった時代に、現在の労働基準関係諸法や就業規則とまったく
引けを取らないような規約を定め、更に職業倫理基準、接客態度、サービス、取引関係、同業者対
策、行政との関係、こういったものを、こと細かく決めて、それを守っていったのです。
1920 年にアメリカに禁酒法が制定され、期を一にしてマフィアがシカゴで活動を開始します。この
レストラン協会の道徳律は、禁酒法の絡みで、マフィアのターゲットになったレストラン業界を防衛
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するためにガイ・ガンディカーが作ったものといわれています。
1920 年から 1930 年にかけての 10 年間が、ロータリーの職業奉仕が社会に大きな影響を及ぼした爛
熟期といえます。
なお黄金律は世界各国の言葉で語られている哲学であるにも関わらず、たまたまマタイ伝に収録さ
れているために、宗教禁のロータリーの方針に反するという理由か
ら、1931 年にその頒布が禁止され、1951 年には道徳律そのものが
消し去られる遠因になりました。
これには、シェルドンの考え方に対して、当時の共和党政府や国
際ロータリーの指導者層を含む保守的な人たちからの批判が強まっ
てきたことも、大きく関係していました。そしてこの運動は後に
「 He profits most who serves best 」というモットーそのものを
廃止しようという運動につながっていきます。
アナキストと言われたミンガン大学におけるシェルドンの指導者
エルバート・ハーバード氏は自らがアナキストであることを告白す
ることによって、シェルドンもイエス・キリストも、共に時の政府
の方針に従わなかった正当な範疇に属するアナキストであると定義すると共に、世の中の人に誤解さ
れているアナキストの定義を正当化しようとしました。
アナキストと言うと共産主義者や無政府主義者を連想しますが、実はそうではなく、シェルドンは
単に共和党政権が進めている当時の資本主義政策に反対して、後に民主党政権が採択した修正資本主
義によく似た政策を提唱したことが、アナキスト呼ばわりさける原因になったと思われます。世界大
恐慌後、民主党に政権が移行した後は、国家がニューディール政策としてこれを実施したのに対し
て、シェルドンはこの政策を 30 年以上も前に先取りして、自己責任や事業主の責任としてこれを行う
とともに、利益の再配分や円満な労使関係の改善をはかったことに対して、経営学者としては高い評
価を受けますが、これが一部の保守的なロータリアンからは社会主義者と誤解を受けることになりま
す。
ロータリアンとしては何の肩書も持たない平会員に過ぎないシェルドンの奉仕理念が、ロータリー
の奉仕理念として尊重されていることに反発した元会長のグループや、身体障碍者対策などの対社会
奉仕活動に目覚めた実践派のグループが勢いを伸ばしてきました。彼らは敢えて「 He profits most
who serves best 」を使わず、
「 Service above self 」の精神を強調して、ロータリー運動の中心に、
社会奉仕活動を据えました。
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シェルドンの奉仕理念には社会奉仕の概念は全く存在せず、もし他の分野の奉仕活動が必要なら
ば、正しい経営学の遂行によって得た利潤から個々のロータリアンが行えばよいという考えでしたか
ら、1923 年に制定された決議 23-34 がこの二つのモットーを同列に並べたり、条件を付けながらも団
体的奉仕活動を認めたことは、耐えがたき屈辱であったに違いありません。
さらに 1927 年のオステンド大会おいて、当然一つであるべきロータリーの奉仕理念「 He profits
most who serves best 」を四分割して、もっとも大切な「 Occupational Service 」を「 Vocational
Service 」という奉仕の一分野に格下げし、当然「 Civic Service 」とすべき広義の社会奉仕を、本来
なら友人や家族などの身近い間柄を示す「Community Service」を使い、単なる語呂合わせに過ぎな
い「 Club Service 」を付け加えた四大奉仕はシェルドンが長年かけてロータリアンに説いてきた奉仕
理念を、全面的に無視するものでした。
これらの一連の流れの中で、シェルドンはロータリーという狭い閉鎖社会における自らの役割が終
わったことを悟ったものと思われます。1921 年にエジンバラで
「ロータリー哲学」という表題のスピーチをしたのを最後に、何
ら反論も述べずにロ－タリーの社会とは縁を切り、その後は、全
米の経済界にその対象を向けて、シェルドン・スクールの経営に
全力を尽くします。
ロータリーは、会員の親睦と互恵取引による利益の追求を目的
に発足しました。そのエゴイ
ズムに内外から批判が噴出し
たことを機会にその運動をチ
ャリティに転換しました。
それと時期を一にしてアーサー・フレデリック・シェルドンの提
唱によって、全く新しい発想による経営学に基づく企業経営を取り
入れて、会員の事業は大きな発展を遂げました。シェルドン・スク
ールのモットーであった He profit most who serves vest をロータ
リーのモットーとして採択しましたが、その内容は現在の修正資本
主義そのものであり、唯一異なる点は、事業主に課せられた数々の規制を事業主自身が自主的に行う
ことが、国家の規制によって行う修正資本主義と異なる点でした。
経営方針を 30 年以上も先取りした手法であったため、シェルドニズムを順守したロータリアンやシ
民主党
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ェルドン・スクールで学んだ学生は
大きく事業を発展させましたが、一
方、修正資本主義は民主党の考え方
であり、当時の政権は共和党が長く
続いたことや、ロータリーの中枢部は圧倒的に共和党派が多かったために、シェルドン派はアナキス
ト(反政府主義者)呼ばわりされ、ロータリー内部の実権は社会奉仕派が主流を占めるようになります。
世界大恐慌によってフーバー大統領(共和党)に代わってルーズベルト大統領(民主党)が就任し、1938
年頃から修正資本主義が採用されます。シェルドニズムの信奉者であったパーシー・ホジソンが 1949
年に Service is my business をモットーとして採択し職業奉仕の必要性を説きましたが、すでに民主
党の修正資本主義が定着した後のことでもあって、その運動は長続きせず、ロータリーの社会奉仕活
動の流れを止める勢力には至りませんでした。
長らく廃止されていた RI 職業帆足委員会は 1987 年に復活しましました。委員会は「職業奉仕に関
する声明」を発表しますが、実はこの中に書かれている、「クラブが職業奉仕を実践する」という文章
について疑義が生まれてきました。
何故ならば、シェルドンの職業奉仕理論の中からは、クラブが職業奉仕の実践を行うという発想は
出てこないからです。職業を持っている個人だから職業奉仕の実践ができるのであって、職業を持た
ないロータリー・クラブがどうやって職業奉仕の実践をするのかという極めて単純な疑問です。
さらに RI は職業奉仕の具体例としても職場訪問、優良従業員の表彰、ボランティア活動をあげてい
ますが、果たしてこれが職業奉仕活動かどうか、疑問の残るところです。素晴らしい職業奉仕の実践
をしているクラブの会員の事業所を訪問するのならばともかく、ほとんどの職場訪問は、ビール工場
へ行って一杯よばれて帰るのが定石ですし、優良従業員の表彰は、その人の地域社会における職業上
の功績を表彰するのですから、厳密には社会奉仕であって職業奉仕とは言えないのではないでしょう
か。
もう一つの間違いは、ボランティア活動を職業奉仕の範疇に入れることです。医者という立場でフ
ィリピンに行って白内障の手術をするのは職業奉仕ではありません。何故ならば、その医者はこの活
動の受益者ではないからです。国内でボランティア活動をすれば社会奉仕、外国ですれば国際奉仕で
す。ボランティア活動をする活動の場所がどこであるかによって、社会奉仕か国際奉仕に分かれてく
るとしても、これが、職業奉仕活動ではないことだけは確かです。
決議 23-34 で Service above self が He profits most who serve best と同列に認知された以降は、
徐々にその立場が逆転し、いまや第一モットーとして Service above self が奉仕理念の主流に変わっ
た感があります。規定審議会には毎回のようにイギリスから He profits
most who serve best を廃止しようとする提案が出されています。
性差別用語廃止を表向きに、2004 年規定審議会では「 He 」を
「 They 」に、さらに 2010 年には「They」が「One」に変えられ
ました。ロータリーに革命的な変革をもたらしたモットーと、アメ
リカの公民権運動を同列に論じる愚かな論争としか言いようがあり
ません。これらの運動の本質にあるものは、
「 He profits most who
serve best 」というモットーを廃止して、
「経営学を中心にした近代
的企業経営」を目的にしたシェルドンの思想から脱却して、最終的
にはロータリー運動を、
「世界的規模の NPO 組織」に転換すること
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にあると思われます。
そのためには世間の目をひくような大規模な社会奉仕活動をする必要があると考えた RI は、1978
年には 3－H プログラム、1985 年から「ポリオ・プラス」運動を開始しました。
2003 年の国際協議会でグレン・エステス RI 会長エレクトは「世界最大の NPO であるロータリー」
という発言をしています。2005 年 RI 会長をしたステンハマーは RI のテーマを「 Service above
self 」にしました。
「ポリオ・プラス」運動はその効を発揮して、後僅かの段階まできましたが、突然起こったイスラ
ムの混乱によってポリオが局所的ではありますが爆発的に発生し、この運動自体が水泡に帰する可能
性すらでてきました。
2013 年ころからは従来主流であった小型の WCS を徐々に廃止して、世間の注目に値するような大
型のプロジェクトに集中するグローバル補助金制度が開始されましたが、これらの運動の背後には、
ロータリー財団 100 周年に当たる 2017 年にロータリー平和賞を受賞しようとする意図があると勘ぐる
人もいます。
私は決して社会奉仕活動や国際奉仕活動を軽視するものではありません。RI から提示される奉仕活
動の実践例は、RI が世界的レベルに立って調査した結果提示したもので、全て重要なものばかりで
す。しかし、クラブ・レベルでさらに重要なプロジェクトがあるのなら、それを優先すべきです。シ
ェルドニズムに則って立派に職業奉仕活動を実践し、その結果得た利潤を活用して個人やクラブの裁
量に従って、これらの奉仕活動に活用すべきだと考えています。私自身も自らが選択した国際奉仕活
動をクラブに提示して、その実践活動に参加して、初めてロータリアンになった喜びを実感した一人
です。
「ロータリー」はロータリー運動の概念を現す言葉であって、その原点となるのは「ロータリア
ン」個人です。その「ロータリアン」の集合体が「ロータリークラブ」で
あり、
「ロータリークラブ」の連合体が「国際ロータリー」です。
「国際ロ
ータリー」は「ロータリークラブ」の連合体であって、個々の「ロータリ
アン」を規制する権限は持っていません。「ロータリークラブ」は定款や細
則に違反しない限り、「国際ロータリー」は何らの指示や命令をする権限は
なく、全て要望なり要請に過ぎません。国際ロータリーの決定や決議は国
際ロータリーの役員の行動を規制しますが、ロータリアン個人には及びま
せん。
定款や細則には「奉仕理念」や「実践活動」については、触れていませ
んので、どのように考えるか、どのように行
動するかは全く個人の自由に委ねられているのです。
すなわち、ロータリークラブにせよロータリアンにせよ、定款や細則
に違反しない限り、どのように考えるか、どのような行動をとろうが自
由なのです。
アメリカのロータリーの役員やロータリアンの両頬には Service
above self の札がびっしりと貼り付けられています。日本では片頬に
Service above self 、片頬に He profits most who serves best と張られ
た人に混ざって、両頬に He profits most who serves best が張られた人
がかなり多く見受けられます。近い将来には、全てのロータリレアンの
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ロータリーの歩み

⑤

ロータリーは、会員の親睦と互恵取引による利益の追求を目的
に発足しました。そのエゴイズムに内外から批判が噴出したこと
を機会にその運動をチャリティに転換しました。
それと時期を一にしてアーサー・フレデリック・シェルドンの
提唱によって、全く新しい発想による経営学に基づく企業経営を
取り入れて、会員の事業は大きな発展を遂げました。シェルドン・
スクールのモットーであった He profit most who serves vest を
ロータリーのモットーとして
民主党

採択しましたが、その内容は現
在の修正資本主義そのもので
あり、唯一異なる点は、事業主に課せられた数々の規制を事業主自身
が自主的に行うことが、国家の規制によって行う修正資本主義と異な
る点でした。
経営方針を 30 年以上も先取りした手法であったため、シェルドニズ
ムを順守したロータリアンやシェルドン・スクールで学んだ学生は大
きく事業を発展させましたが、一方、修

共和党

正資本主義は民主党の考え方であり、当時の政権は共和党が長く続い
たことや、ロータリーの中枢部は圧倒的に共和党派が多かったために、
シェルドン派はアナキスト(反政府主義者)呼ばわりされ、ロータリー
内部の実権は社会奉仕派が主流を占めるようになります。
世界大恐慌によってフーバー大統領(共和党)に代わってルーズベル
ト大統領(民主党)が就任し、1938 年頃から修正資本主義が採用されま
す。シェルドニズムの信奉者であったパーシー・ホジソンが 1949 年
に Service is my business をモットーとして採択し職業奉仕の必要性
を説きましたが、すでに民主党の修正資本主義が定着した後のことで
もあって、その運動は長続きせず、ロータリーの社会奉仕活動の流れを止める勢力には至りませんでし
た。
長らく廃止されていた RI 職業帆足委員会は 1987 年に復活しましたが、その性格はシェルドニズムと
16
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ロータリーの歩み

④

シェルドンが名前だけの存在になったロータリーは、元 RI 会長マルホラン
ドの積極的な指示によって、盛んに社会奉仕活動が行われるようになり、特
に、中小クラブは競って身体障害児対策に取り組むようになりました。
親しみを持ってダディ・アレンと呼ばれたエリリア・ロータリークラブの
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・ロ
ータリークラブに入会し、エリリア・クラブもそれを全面的に後援して、最
終的にはそれを全国組織にまで発展させました。
しかしこれら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。経営学に基づい
た企業経営をすることがロータリー運動の本質だとするシェルドン派と、
［奉仕活動の実践］こそロー
タリアンの使命だとする実践派との論争です。
シェルドン派はロータリークラブの使命は、ロータリアン個人個人が奉仕の心を持って、自分の職場
や地域社会の人々の幸せを考えながら、職業人としての生活を歩むことであると考えました。すなわち、
クラブ例会で会得した高いモラルに基づく［奉仕の心］で事業を行い、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、夫々の会員が個人の奉
仕活動として実施するか、自分が属している職域や地域社会の団体活動として実施すればよいのであっ
て、クラブはあくまでも、どのような社会的ニーズがあるのかを提唱するだけに止めるべきであり、社
会奉仕活動は、ロータリークラブが実施母体になるのではなく、そのニーズを世に訴え、それに対処す
る運動が盛り上がるような触媒として機能すべきである。どうしても、地域社会に何かしたいのならば、
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、
［奉仕活動の実践］に重きを
おく実践派は、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、シェルドン派とことご
とく対立しました。実践派から見れば、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
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