
日本の商人道とロータリー理念(1)

ロータリーでは「奉仕」と

「親睦」が大事だ、とはよく

言われることですが、「奉仕

とは仕え奉ることだから、…」

とか「親睦とは親しく睦みあ

うということだから、…」とか、

日本語の分析をいくらしても、

ロータリーの理念を理解することにはなりません。

「奉仕」の原語Service や「親睦」の原語Fellowship

の意味を捉えないと、ロータリーは理解できません。

ロータリーは20世紀初頭の、自由主義経済が沸

騰し、小恐慌が繰り返される景気変動の激しい時代

に米国のシカゴで誕生しましたので、当然そうした時

代背景や米国の文化的・宗教的・思想的背景を踏

まえて理解する必要があります。一方、東洋思想、

特に儒教や仏教との類似を指摘する人もいます。ロー

タリーの理念「奉仕の理想」の意味については、下*

に示すとおりです。

＊ロータリーのサービス理念（「奉仕の理想」）

「超我の奉仕」「最も良く奉仕する者、最も多く報

いられる」（二つのモットー）→サービスを自己の利

益や都合より優先させよう。利益はサービスの結果

である。相手のために最善のサービスをすれば、結

果として最大の金銭的な利益と、大きな精神的満

足が得られ、自分も幸せになる。サービスとは、世

のため人のために尽くすこと、社会に役立つ価値を

提供すること。

私も、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

思われるのです。今日は、そういう観点から、日本

近世の商人道の中から、ロータリー理念と通じると私

が考える事例をいくつかご紹介します。

近江商人の「三方よし」 売手よし 買手よし 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、要約したもののよ

うです。近年、CSR（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、出店しようとする近江商人が、
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【 本日のプログラム 】 8月10日 クラブフォーラム 「会員増強月間にあたり」 会員増強委員会
【 次回予告 】 8月24日 卓話 「イニシエーションスピーチ」 石田卓也君、小野泰弘君

【 第1865例会 】 平成29年8月3日（木） 【 司会SAA 】 髙橋 清 君
【 斉唱 】 「君が代」 「我らの生業」 【 ソングリーダー 】 梅田 秀雄 君

【ビジター】 河西 正彦 様（大和田園RC）

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 7名(敬称略)

41名 27名 79.41% 85.71% 10名 橋本（吉）、引田、川名、苗加、髙橋（政）、玉川、富澤

会長の時間 小栁 智裕 会長
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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。

日本の商人道とロータリー理念(2)

先用後利

似たような商いで、置き薬の行商をやっていた

（今でもありますが）越中富山の薬売りが有名です。

そのスローガンが「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

ことはできない。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

ことなど困難であった。そこで登場するのが富山の

薬売りです。「後払いでOK」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。

モノ（薬）を売るだけでなく、健康などの相談に乗っ

たり、行商各地の話題を紹介したりすることで、顧客

との関係を築き上げていくわけです。このような活動

を通して収集した情報は、元締めの「懸場帳（かけ

ばちょう）」に事細かく記入され、顧客の実態に基づ

いた需要予測や適切な商品（薬）を提供しました。

現代のデータベース・マーケティング、ワン・トゥ・ワ

ン・マーケティングの先駆けといってよいと思います。

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

利益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。

先義後利

先義而後利者栄：義を先にして利を後にする者

は栄える（荀子 栄辱編）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・

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

乱が起こった時、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、大丸の代々社長は、大阪RCの会員で

二人の地区ガバナーも輩出しています。

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が、ロータリーの「職業

奉仕理念」の信奉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。

①次週8/10は定例理事会が開催されます。

②8/23青少年交換留学生が来日決定致しました。

まだホストファミリーが1件しか決まっておりません

のでご協力お願いいたします。

③8/26米山奨学セミナー&カウンセラー研修会と

青少年交換学生研修会が開催されます。

④9/8開催の地区親睦ゴルフコンペは7/31に締め

切られました。

【お祝いの方々】
親睦活動委員会 梅田 秀雄 委員長

会員誕生日 髙橋 政勝 君 8月4日

結婚記念日 石川 達男 君 8月8日

小倉 一道 君 8月8日

入会記念日 石川 健次 君 8月3日

「クラブ創立40周年について①」
創立40周年記念実行委員会

神作 彰 委員長

入江年度に「大和中ロー

タリークラブ創立40周年」

の記念式典・記念事業の

計画・策定の準備がされる

ことになり、僭越ながら私が

４０周年実行委員長の指
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第２回クラブ協議会

幹事報告 北砂 明彦



名を受けました。

先達のご努力と現会員のご協力があって、伝統

ある大和中ロータリークラブの素晴らしい雰囲気が

今日に受け継がれつつ、この創立40周年という節

目を迎える運びとなりました。

このことに感謝をしながら、すべての会員が共に祝

い喜び、協力してクラブ創立40周年に予定される全

ての事業を成功裏に終わらせたいものと考えており

ます。

【 これまでの会議開催＝計6回 】

① 28年8/25 準備検討委員会を発足

… 準備的会合

② 28年10/13 第1回 準備実行委員会

… 委員会構成の検討

③ 29年1/26 第2回 準備実行委員会

… 記念事業、式典・祝宴の素案の検討

④ 29年2/7 第3回 準備実行委員会

… 委員会構成の再検討。各会場の予約

開始。

⑤ 29年4/3 第4回 実行委員会

… 任務要項作成。記念事業、式典祝宴の日程確

定。

⑥ 29年6/15 第5回 実行委員会

… 各委員会の進捗状況報告・確認。

先日の7/9には親睦活動・国際奉仕・公共イメー

ジの各委員会の共催で、茅ヶ崎サザンビーチにおい

て、県営いちょう団地の皆様をお迎えして「創立40

周年記念 地引網大会」が盛大に開催されました。

今後も,障害児向け映画鑑賞会・交通安全教室・

落語会・子供向け人形劇等が予定されていますが、

小栁年度ではクラブで予定される全ての奉仕事業

に「創立40周年…」の冠（かんむり）を付けて実施す

ることになっています。

詳細は下記よりダウンロードください。

https://1drv.ms/u/s!AoasHCt7SKasg

TRkoBmuzYYhKvFx
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河西 正彦 様（大和田園RC）

毎日暑い日が続きます。健康には充分注意して

乗り切りたいと思います。本日はよろしくお願い申し

上げます。

小栁 智裕 会長、北砂 明彦 幹事

慌ただしくスタートしました本年度ですが、お陰様

で順調に7月を終える事が出来ました。本日も40周

年に向けての例会となっております。改めて皆様の

ご協力をお願い致します。天候不順が続いておりま

すので、皆様、水分を十分に取りお身体労わってく

ださい。

阿萬 正巳 君

先日の御苦労様会では、皆様に多くのねぎらいの

言葉を頂き、ありがとうございました。

小倉 一道 君

結婚記念日のお祝い、ありがとうございます。前々

回か、その前回、入会記念日のお祝いありがとうご

ざいます。

横澤 創 君

一昨日の雷雨は凄かったですね。当社の現場で

心配な現場が一カ所ありましたが、お陰様で、被害

がなかったよです。

新村 千成 君

髙橋さん、お誕生日おめでとうございます。本日、

記念日の皆さんもおめでとうございます。本日もよろ

しくお願いいたします。

石川 達男 君

結婚記念日のお祝いを頂きありがとうございます。

24年目になります。

ご苦労様会実行委員会

7/20開催、入江直前会長、阿萬直前幹事ご苦

労様会に多くの方にご出席頂きありがとうございまし

た。余剰金が出ましたので、スマイルさせて頂きま

す。

スマイルボックス 橋本 日吉 副委員長 本日 \１５，０５０ 累計 \１３５，３０９


