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A Message fronI President Tanaka

■ Rl会長メッセージ

職業奉仕を
理解 した時

朋友ロータリアンの皆さん、ロータリアンはみな同じで

はありません。それぞれのロータリアンがそれぞれの理由

でロータリーに入会し、多くの方が「ロータリー・ モメン

ト」と呼ばれる体験、すなわちクラブの一会員から、熱意

ある真のロータリアンとなつた、その瞬間の鮮明な記憶を

お持ちだと思います。

きっかけはさまざま

私は、これらの物語を聞き、皆さんがどのようなきつか

けでロータリーに引きつけられるようになつたのかを知る

のが好きです。クラブや地区の役員になつたこと、奉仕プ

ロジェク ト、国際大会など、人によつてきつかけはさまざ

まです。私にとつてのそれは、入会して 2年ほどたつた

時に八潮ロータリークラブ (RC)の例会で聞いた、ある

卓話でした。

私は八潮RCの創立会員ですが、創立会長だつた人に推

薦されて入会しました。当時、私はロータリーについて間

いたこともなく、奉仕が何を意味するのかもわかりません

でした。しかし、東京から八潮に移り住んだばかりの頃で

知り合いも少なく、友人をつくり、仕事にも役立てば、と

思い入会しました。私を推薦してくださつた人を非常に尊

敬していたことも、理由の一つでした。

しかし正直に申し上げますと、最初の 2年間は、私た

ちは大したことをしませんでした。毎週例会に出席し、昼

食を取り、卓話を聞くだけでした。会費を払い、日…タリ

ー財団に寄付もしていましたが、奉仕活動には参加してい

ませんでした。ですから、日―タリーの奉仕というものが

どういうものかを知らなかつたのです。

私を変えた職業奉仕という考え方

そんな状況が一変したのが、例会で、職業奉仕の卓話を
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聞いた時でした。職業奉仕という考え方は、私にとつてま

つたく新しいものでした。それまでは、人生の目的や仕事

をする理由について、あまり考えたことはありませんでし

た。何より仕事が忙しかつたのです。常に会社のこと、そ

してそれを大きく、素晴らしい会社にすることばかり考え、

あらためて仕事の真の目的を考えたことがありませんでし

た。

職業奉仕という考え方を理解してから、自分の仕事や人

生の目的に対する態度が完全に変わりました。仕事をする

目的とは、ただお金を稼ぐだけでなく、いかに地域社会に

貢献し、地域社会や人々の生活をより良くできるかにある

と気づいたのです。これを理解 した時、「超我の奉仕」の

考え方が理解できました。

それから私の人生は変わり、ロータリーでの奉仕に積極

的に参加するようになりました。これが、私のロータリー・

モメントです。
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※田中作次Ri会長関連記事として、本誌横組みでインタビュー記

事 (P16～ 20)、 日韓親善会議講演要旨 (P35～ 37)を 掲載し

ています。併せてお読みください。
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今も輝くシェル ドンの職業奉仕理念

釧路RC 小船井修一

田中 R:会長演説 ―― 顧客満足の追求が成功の道

最初に、今年 1月 、アメリカ・サンディエゴで行わ

れた国際協議会での、田中作次国際ロータリー (RI)
会長 (当時エレクト)のスピーチを紹介します。

「私は、『奉仕を通じて平和を』という概念に、難しい

哲学はないと思つています。私は、哲学者ではありませ

ん。一介のビジネスマンです。ただ、ビジネスマンとし

ての長年の経験から、私は、事業を成功させるには、顧

客の満足を追求する以外にないという結論に達しまし

た。顧客に喜んでもらえれば、事業も成長します。そう

すれば私自身も幸せになれる。しかし、それは事業が成

功しているからだけではなく、人を幸せにしてあげるこ

とができたという認識があるからです。(中略)ロータ

リーのビジネスは、利益の追求ではなく、平和の追求で

す。ですから私たちにとって、報酬はお金を手に入れる

ことではなく、自分の努力によってより良い、より平和

な世界が実現するのを見届けることにあります」

優れた企業経営者である田中RI会長は、顧客満足の

追求こそが成功の道であるとしました。この発言はロー

タリーの金看板であり、またわれわれが受け継ぎ、未来

へ渡していかなければならない、いわば「遺伝子」でも

ある「職業奉仕」そのものを指しています。

私は職業奉仕の理念や哲学については、多くの素晴ら

しいロータリアンの諸先輩がおられますので、詳しくは

述べません。むしろ、自分自身が中小企業の経営者とし

ての立場で、職業奉仕の実践と、アーサー。フレデリック・

シェルドンの職業奉仕理論が今日でも価値を失っていな

いことを説明させていただき、ロータリアンの皆さまに、

ロータリーが他の奉仕団体とは違う歴史を持ち、今日で

もその輝きを増 している理論 と哲学を持つ団体である、

ということを理解いただければと思います。

1905年、シカゴで発足 したロータリークラブは、ア

ーサー F.シ ェル ドンによって理念面の基盤ができあが

りました。1902～ 29年の 27年間にわたるシェル ドン・

ビジネス・スクールの著作群は、現在「源流の会」の田

中毅パス トガバナー (第 2680地区)のご努力により翻

訳作業中です。

アーサー F.シェル ドンの事績

シェル ドンは 1868

年 5月 1日 、 デ トロ

イ トから北西 80マ イ

ルのミシガン州バーノ

ンで生まれ、ミシガン

大学の経営学部で販売

学を専攻、 トップの成

績で卒業しました。卒

業後、図書の訪問販売

のセールスマ ンにな

り、素晴らしい営業成

績を挙げて、1899年 には出版社の経営者 となりました

が、学校で学んだ学問と自らの販売経験を基に、1902

年、シカゴにシェル ドン・ ビジネス・ スクールを設立。

経営学、特に販売学を教える道を選びました。

ちなみに、シェル ドン・ ビジネス・スクールの卒業生

の総数は 25万人 といわれています。また、卒業生の中

には多くのロータリアンも含まれています。

シェル ドンのロータリー活動は、「社会奉仕活動」と「親

睦と物質的相互扶助」との路線対立時代の 1908年 1月 、

ロータリーソングの発案者ハリー・ ラグルスの推薦を受

けて、後のRI事務総長のチェスリー・ペリーとともに

シカゴロータリークラブ(RC)に 入会したことに始まり

ます。同年 2月 、クラブ情報拡大委員長に就任。 10月 、

ポール・ハリスのシカゴRC会長辞任を受け、シェル ド

ンも情報拡大委員長を辞しました。1910年、ペリーら

による「全米ロータリークラブ連合会」の結成に伴い、

01902年  商売に成功する方法

・ 1903年  成功する販売学

・ 1906年 産業成功学

・ 1911年  販売術

・ 1913年  効果的な能力に関する哲学と倫理

・ 1917年  経営学
01921年  ロータリー哲学

・ 1929年 奉仕の原則と保全の法則
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ビジネスメソッドコミッティー初代委員長に就任。

1910年 8月 、シカゴでの連合会年次大会で「He

proflts most who seⅣ es his fellows best」 ということ

を初めてロータリーで披露しました。この言葉は、キリ

スト教倫理の原理である「黄金律」の「他人にしてもら

いたいことを、他人にせよ」「他人に奉仕をすれば利益

が得られる」と共通しています。さらにシェルドンは、「商

売に成功するには奉仕の理念に基づいて継続的に利益を

もたらす顧客を確保することである」としました。

顧客満足と企業の社会的責任

次に、今日、企業活動で重要視されている諸活動を紹

介します。「社会に、地域に、顧客に、そして従業員に

信用 。信頼を得ることが、事業活動の継続発展を可能に

する」という前提で、現在多くの企業が経営の根幹とし

て活用している手法が「顧客満足」「顧客ロイヤルティ」

「カスタマーディライト」「ブランディング」などです。

●顧客満足と顧客ロイヤルティ

顧客満足とは、「Customer Satisfaction(CS)」 の訳

語です。顧客満足度とも呼ばれ、「人は物品を購入する

とき、その物品に何らかの満足を感じたときに購入する」

との考え方を前提にしています。アメリカで 1980年代

から言われ始めた概念で、従来は生産者主導であった商

品の質 。方向性などを、顧客の要望や嗜好を中心に据え

た方がよいのでは、という考えが背景にあり、社会に占

める第 3次産業の割合が拡大していることも、関係し

ていると言われています。生産性や効率を多少犠牲にし

てでも顧客満足度を高めた方が、消費者のリピーター化

などを通じて結果的には良い、とも考えられています。

1990年代に入ると、ロイヤルティの概念が体系化さ

れました。「真の顧客満足度 (ロイヤルティ)」 を算出し、

CRM(Customer Relationship Management:顧 客関

係管理)を実施する上での消費者基盤構築が可能になっ

ているとのことですが、顧客満足が「反復購入」という

行動に結びつかないレベルの満足だとすると、顧客ロイ

ヤルティは「反復購入」という行動に直結するレベルの

満足だと言えます。ロイヤルティの高い顧客は、次のよ

うな特性をもっているといわれています。

1.繰 り返し購入してくれる

2.競合他社の誘いに乗らない

3。 第二者に勧めてくれる

この 3つの行動そのものが「愛着の証」であると考え

ることができます。ちなみに、私たちが普段「お得意さ
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ま」と呼ぶのは、1の「繰り返し購入してくれる」を満

たす顧客のことです。顧客の離反を抑え、顧客を維持す

るためには「顧客ロイヤルティ」という考え方が必要不

可欠で、私たちは「満足」を超えてロイヤルティを獲得

するために、努力していかなければなりません。

また、信頼を得るために顧客のニーズに応えることも

重要です。顧客の期待値より低いサービスなら、顧客に

不満が残ります。顧客の期待値とサービスが同じなら、

満足するでしょう。

●顧客満足が利益につながる

我田引水の事例ですが、私はドイツメーカーの自動車

ディーラーを経営しています。顧客満足度調査は、アメ

リカ系リサーチ会社が一定の期間に区切って車を購入さ

れた顧客の方々に電話、手紙などでアンケート調査をす

る手法で行っています。また、時にはお客さまがショー

ルームに来られて、社員の対応の良し悪しを調査会社に

報告する「覆面テスト (フ ァントムテスト)」 も実施し

ます。

その結果、昨年、顧客満足度で 1位になって表彰され

ました。表彰されるだけではなく、メーカーからの車両

の仕入れマージンも若千ですが上乗せされるシステム

で、調査結果の悪い下位グループの販売会社は逆に、マ

ージンが減額されます。従って、当社にとっては、顧客

満足の向上あるいは悪化が直接、利益に反映することに

なります。また社員も、顧客満足度向上が、ひいては再

購入というロイヤルティ向上につながり、「お客さまの

評価の向上が会社の業績の向 Lにつながり、自分たちの

給与の結果につながる」と理解していると思います。

これは、調査会社の顧客満足度調査だけではなく、 E

SI(Employee Satisfaction lnventory:従 業員満足度

調査)の結果からも実証できています。

●カスタマーディライト

近年、顧客の期待値以上のサービスを提供することが

顧客は、満足について次の 3つのレベルの中でどれ

かを体験する。

・期待>パフォーマンス→顧客は不満

・期待=パフォーマンス→顧客は満足

・期待<パフォーマンス→顧客は歓喜
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問われ始めています。それは「カスタマーディライ ト

(Customer Delight)」 という考え方です。顧客が期待

する以 Lの品質やレベルの製品・サービスを提供するこ

とにより、顧客に予想外の喜びや感動を与えること。あ

るいは、そのような感動を与える製品 。品質やサービス

レベルの度合いのことでもあります。つまり、顧客満足

をより発展させた理念・尺度がカスタマーディライトで、

顧客満足が「顧客の期待通りの製品・サービスを提供す

る」ものであるとしたとき、後者は「顧客の期待以 Lの

製‖:・ サービスを目指す」ものです。

顧客に期待以 11の「サービス」をすることで「感動」「喜

び」を与えるためには、顧客に当たり前の使益を提供す

るだけではなく、それを超えて「ここまでしてもらえる

のか !」 「次は何をしてくれるのだろう !Jと いった感

動や、新たなルi待を抱かせることが、顧客ロイヤルティ

を獲得するうえで重要になっているのです。

この手法は、サービス業・接客業では特に重視されて

いて、高いサービス品質で定評のある高級ホテルチェー

ンのザ・リッツ・カールトンでは、カスタマーディライ

トが顧客満足に替わる基準として使われています。日本

では日本たばこ、全国空などが採用しています。

私が関わっている高級車メーカーも昨年から導入が始

まっていて、重要な顧客ならメーカーや 11司 の判断を待

たずに、現場の従業員の判断で顧客の期待以上のサービ

スを提供できる仕組み (例 えば、保証期 1出!が過ぎても、

現場の判断で即決で無償修理を実施するなど)が実践さ

れています。

●企業の社会的責任

ヒ…トテックはありませんか。

Tシャツはありませんか。

子ども服はありませんか。

これは、どこかのNGOのプログラムではありません。

みなさんよくご存じの、ユニクロのホームページから転

載したものです。お客さまから不要になったユニクロの

服をお預かりして、世界中の難民、避難民など、1腱を必

要としている人々へ届けたり、 11業用繊維などにリサイ

クルする活動です。

ユニクロのキャンペーンの特徴は、自ネL製品しか引き

取らないことにあります。ユニクロは自社製品の優秀性

をアピールしながら、1博入者である消費者もこのキャン

ペーンに参加することで「社会ri献」をしたという満足

を得られます。結果的に、キャンペーンの主催者のユニ
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クロは「ブランドイメージを高めるJと いう「利益」を

得ることができます。

すなわち、 CSR(Corporate Social Responsibility:

企業の社会的責任)と は、企業が利益を追求するだけで

はなく、活動が社会へ与える影響に責任を持ち、消費者、

従業員、投資家、および社会全体を意味するステークホ

ルダー (Stakeh01der:企業の利害関係者)か らの要求

に対して、適明な意思決定をすることを指 します。

日本では、利益を目的としない慈善
ili業

(寄付、メセナ)

と置き換えられたこともあります。国際標準化機構 (I

SO :Internationa1 0rganization for Standardization)

では、「社会的責任」の呼称で国際規格 I S 0 26000

を策定 (2010年 11月 発行 )、 日本では J I S 26000

「社会的責任に関する手引」 として 2012年 3月 に官報

に公示されています。

シ ェル ドンとの共通性

「顧客満足」「顧客ロイヤルティ」「カスタマーディラ

イ ト」「CS RJの向上が利益の源泉 となる、という考

え方は、「最もお客さまの満足を得たものが、最も多 く

報われるJと いう言葉に変換できます。

これは、はるか 100年前、シェル ドンが 19H年第

2回 全米ロータリークラブ迪合会で叫|え たメッセージ

「継続的な利益をもたらす顧客の確保が企業の継続的な

発展を実現させる」 と共通すると思 うのは、私だけでは

ありません。

強調 したいのは、ロータリーの職業奉仕はシェル ド

ンによって 100年前にできあがったrlll念でありながら、

今日の企業活動理念と根底の部分が全く同じであるとい

うことです。「He Pronts Most who Serves Best」 (2010

年 ljl定審議会で Heが oneに 変更にな りました)は、

現代の顧客満足度、顧客ロイヤルティなどによる経営手

法の偉大な‖[先であった、と私は思います。

むしろ、ロータリーの職業本仕は、現代で陳腐化 して

いるどころか、時代がやっとロータリーの職業本仕理念

に追いついてきたと::え ます。最先端の道を 100年以

上にわたって歩んできた職業本仕理念を実践する唯一の

団体がロータリークラブなのです。

会員減少とロータリーの戦略計画

日本の会11数は減少しています。tt r高齢化、人口減

少、情報化社会の進展による産業構造の変化、地方都市

の表退、商]1業者、特に小売業の衰退、日本国のたそが
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れなど……。外部要因を探せばいくらで

も出てきます。しかし、外部に要体|を求

めても会員減少は解決しません。

「入会してもつまらないから退会する」

「ロータリークラブは金持ちが昼食を

食べる集まりでしょう ?」

「ライオンズの人たちはよく奉仕活動

をしているけどロータリーは知らない」

さまざまにロータリーは「評価」され

ています。

問題の根底はロータリークラブの「関

係者 (ス テークホルダー)」 の「評価」

にあります。

ロータリークラブのステークホルダーとは、ロータリ

アン本人、ロータリークラブ会 it、 ロータリアンの家族、

ロータリアンの私的関係者 (従業員、交友関係など)、

ロータリー活動に関わる地域社会 (広 くはIJ際社会)の

人たち、あるいは行政機関などが入ります。

ロータリークラブの活動が「満足」「ロイヤルティ」「期

待以 Lの価値の提供Jをステークホルダーにどれだけ提

供し、その結果どう「評価」されているかが問題です。

会員減少という結果だけの評価では、日本のロータリ

ー活動は高い浄F価 を受けていないのかもしれません。そ

して「評価Jと いう言葉を「ブランド価値」 という言葉に

変えることができます。私たちはロータリーという「ブ

ランド」の価1貞を高めなければなりません。価値が高ま

れば「世評」は良くなり、結果的に会員が増えていくでし

ょう。

2010年 7月 、RIはロータリー財団の「未来の夢計

画」 とともに新 しい「RI戦略計画」を策定 しました。

ロータリーの戦略計画は、「3つの優先項 H」 を柱 とし

ています。

クラブの体カアップ、活性化。奉仕活動の中で特に人

道的分野への比重を高めること。そして、広報 (マスメ

ディア、Facebookな どのインターネットコミュニケー

ション、ロコミ)を通して広 く知らしめることによって、

ロータリーの公共イメージと認知1度が向 11さ れるという

わけです。「公共イメージと認知度の向上」は、地域社

会でロータリーというブランドの価値を高めることと同

じ意味だと思います。

平成 24年 10月 号

「He pronts Allost Who Serves Best」

→    「Rotarian Pronts Most、 vho Serves Best」

主語を替えただけですが、「最も多く奉仕 したロータ

リアンが最も報われる」という意味になります。職業本

仕が団体奉仕ではなく、個人奉仕なので単数形にしてい

ます。ロータリアンは、より充実 したロータリー活動を

「実践」することによって「世評」を向上させ、結果的

にロータリーのブランド価値を高めるという「報酬」を

受け取 ります。

田中RI会長の、「ロータリアンの普段の職業奉仕 と

いう『実践』を通して社会を、従業員を、そして家族を

幸せにすることにロータリー活動の源泉があります。そ

して、ロータリーの不仕活動を通じて、『平和』という『報

酬Jを受け取ることになっていくのですJと のスピーチ

は、われわれロータリアンの活動に大きな示唆を与えて

くれました。

シェル ドンの職業奉仕
'1念

は 100年以上経過 しても

陳腐化しているどころか、その輝きは増しており、ロー

タリー活動の充実を図ることによってロータリーの価1責

を高めることができる、という私のこの話が、ご参考に

なれば 十甚です。

(第 2500地区 北海道)

※第 40回ロータリー研究会 (大阪、2011年 11月 25日 )での

黒田正宏元R:理事のモデレーターによる「職業奉仕セッショ

ン」におけるパネリスト原稿、2012年 7月 15日第 2550地 区(栃

木県)で開催された地区指導者育成セミナーの原稿を基にして

います。

※参考文献 『奉仕の原則と保全の法則』『シェルドンの森』『シ

ェル ドン全集』田中 毅訳/『ロータリーの日常の知識』三木

明 訳/『誇りの意識の醐成と魅力的なクラブ』北 清治/
第 2500地区第 7分区 :M講演録

ロータリーの友



あいさつ一つで自分も楽しく、お客さまも心豊かに

高槻西RC西 井 忠義

私は花屋を経営していますが、毎年、市内の

中学校 3校から「体験実習」として生徒数人

を 2日 間受け入れています。今回は 3人の生

徒が実習に来てくれました。

実習に入る前には 1時間ほど①あいさつに

ついて、②花柄摘みについて、③アレンジにつ

いて、④寄せ植えについてなど、それぞれの意

味や目的、効果などの要点を話します。

特にあいさつについては「あいさつの仕方一

つでお客さまの心をつかむことができたり、印

象が悪くなったりするので、気配りのあるあい

さつをしましょう。そしてお客さまだけでなく、

店の前を歩いている人や、業者の人にも気持ちの良いあ

いさつをしましょう」と教えています。新鮮な花が生き

生きと見えたり、しぼんで見えたり、一日浮き浮きと得

をしたような気分になったり、反対に損をしたように思

えたり、気分次第で 500円 の花が 100円にしか見えな

かったり、 1,000円 にも思える、というように具体例を

挙げながら話をしています。

体験実習の 1週間ほど後、洗濯 したエプロンを返 し

・́

Q'

「
ヽ

,

■`・ヽ

ヘ

に来てくれた生徒から、手作 りのお菓子と手紙をもらい

ました。毎年生徒を受け入れ、同じように感謝の手紙を

もらいますが、そのたびに教えられることも多く、仕事

への励み、力になり、私の方が感謝しています。いつも

のことながら心が温まり、涙し、感動 し、感謝せずには

いられません。以下、今回の実習生からいただいたお手

紙を、多くの人に知っていただきたく、ここにご紹介 し

ます。 (第 2660地 区 大阪府)

Ⅲ

口

Ｆ

‐

2日 という短い間でしたが、ありがとうございました。

そして、お忙しい中お世話になりました。この 2日間で、

私はいろいろなことを学ばせてもらいました。安全でか

っこいいエプロンのつけ方や、ゴーヤやキュウリが種子

を守っていること、見かけたごみは拾うことなど。

でも、私が学べて本当に良かったことは、あいさつの

大切さです。1日 日に教えてもらった、表を通っている

方にもあいさつをすることを、2 Ej Hに してみました。

そうしたら笑顔で返してくださったので、本当にうれし

かったです。その後もあいさつを続けていたら、「これ

も切るんやで」とアドバイスとともに話しかけてくださ

る方もいました。その時は本当にうれしかったです。西

井会長が教えてくださった通り、あいさつは自分も相手

も楽しい気分になり、次につながるのだと実感しました。

ここで働いている皆さんは本当に優しくて、ほっとし

ました。しかし、仕事はそんなに甘くはない、というこ

とは失敗を通して感じました。

一つ、とても心に残っている言葉があります。それは、

私がうまくできなかった時、西井会長が言ってくださっ

たことです。覚えていますか? それは「失敗は成功の

もと」です。よく聞く言葉ですが、この時はとても心に

しみました。今、思い出すだけで感動して泣きそうです。

この時のうれしさは二度と忘れないと思います。そして

私は「次はもっと頑張ろう」という気になれました。

職場の皆さん、本当にありがとうございました。「仕

事頑張つてね」や「お疲れさま」と声をかけてくださっ

てありがとうございました。昼食を食べながらいっぱい

話しかけてくださってありがとうございました。寄せ植

えの説明をしてくださってありがとうございました。い

ろいろと気にかけてくださつてありがとうございました。

短い間でしたけれど、私は感謝の気持ちでいっぱいで

す。ちゃんとした大人になった時、また寄らせてもらっ

ていいですか ? その時は必ず恩返しをしたいと思って

います。だって私はこの 2日 間とても幸せでした。今

でも幸せだったなぁと思います。だから、私がもらった

以 11に お返ししたいと思っています。

この職業体験をここでさせてもらえて本
｀
%に 良かった

というか、幸せでした。仕事の意味を少し見つけられた

気がします。本当に、本当にありがとうございました。

川西中学校 2年 2組 安土 晴夏
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