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職業奉仕月間 リソースのご案内 
（Vocational Service Month） 

 
各資料名をクリックすると、電子版をご覧いただけます。 

印刷冊子をご入用の際は、出版物注文用紙よりご注文をお願い申し上げます。 

 
< 出版物 > 

➢ 職業奉仕の手引き：実践しよう（商品番号：255） [電子版のみ]  

「ロータリーの目的」の第２項「職業奉仕」の実践を総合的に紹介した冊子。「職業奉仕」とは具体的に 

どのように実践できるのか、哲学的な概念からその成り立ち、実践例、関連リソースの案内まで網羅した手引き

となっております。 

（2017 年 10 月版） 

 

➢ ロータリアンの行動規範（商品番号：200） [電子版のみ] 

「職業奉仕」において、すべてのロータリアンが事業や専門職において指針とできる倫理的行動の枠組み。 

A4 １枚サイズで、「四つのテスト」と一緒に掲示しておくのはいかがでしょう。 

（2014 年 10 月版） 

 

※2019 年 1 月の RI 理事会の決定により、『ロータリアンの行動規範』に 5 番目の項目が追加されました。 

下記、最新の『ロータリアンの行動規範』の日本語版と英語版をご案内させて頂きます。 

 

ロータリアンの行動規範 

ロータリアンが使用するために次の行動規範が採択された。 

ロータリアンとして、私は以下のように行動する。 

1）個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準をもって行動する。 

2）取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業に対して尊重の念をもって接する。 

3）自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特別なニーズを抱える人びとを助け、地域社会や世界中の人びとの生活の質を高める。 

4）ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすような言動は避ける。 

5）ロータリーの会合、行事、および活動においてハラスメントのない環境を維持することを支援し、ハラスメントの疑いがあれば報告し、 

ハラスメントを報告した人への報復が起こらないよう確認する。 

 

Rotarian Code of Conduct 

The following code of conduct has been adopted for the use of Rotarians: 

As a Rotarian, I will 

1) Act with integrity and high ethical standards in my personal and professional life 

2) Deal fairly with others and treat them and their occupations with respect 

3) Use my professional skills through Rotary to: mentor young people, help those with special needs, and improve people’s quality of life in  

my community and in the world 

4) Avoid behavior that reflects adversely on Rotary or other Rotarians 

5) Help maintain a harassment-free environment in Rotary meetings, events, and activities, report any suspected harassment, and help  

ensure non-retaliation to those individuals that report harassment. 

mailto:rijpnpi@rotary.org
https://my.rotary.org/ja/document/introduction-vocational-service
https://my.rotary.org/ja/document/rotarian-code-conduct
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➢ 2019 年手続要覧（商品番号：035） [印刷冊子版：$10.00] 

ロータリーの方針や手続を簡潔にまとめた文書です。特にロータリークラブや地区のリーダーを対象として編集

されており、クラブと地区のリーダーに最も関連する情報が収められています。五大奉仕の１つ「職業奉仕」に関

しては、2 ページからの「ロータリーの基本理念」の項をご参照ください。 

（2019 年 8 月版） 

 

➢ 奉仕の一世紀：国際ロータリー物語（商品番号：915） [CD-ROM 入り電子版のみ：無償]  

国際ロータリーの百年史。ロータリー創設から一世紀に渡る奉仕の軌跡を辿ります。ロータリーの歴史を 

学ぶには必見の一冊です。第 13 章では、「職業奉仕」の概念の生い立ちから、ロータリーの１つの「核心」に 

なるまでを辿ります。著者は、デイビット C.フォワード氏です。 

（2003 年 10 月版） 

 

 

 

 

➢ 世界でよいことをしよう：人びとの心に触れた 100 年 

[商品番号：928 印刷冊子版：革装丁$40.00] [商品番号：929 印刷冊子版：ハードカバー装丁$25.00] 

ロータリー財団の百年史。わずか 26 ドル 50 セントのご寄付から今や世界的な人道的奉仕団体にまで成長

した財団約百年の軌跡を数々の貴重な写真とともに辿ります。第 14 章では、ロータリアンがそれぞれの 

専門性を生かし実践する「世界でよいこと」を数多く紹介します。著者は、デイビット C.フォワード氏です。 

（2015 年９月版）  

 

 

 

＜ RI ページ > 

➢ ロータリーの基本理念 

「ロータリーの目的」、「四つのテスト」、「奉仕部門」。ロータリアン共通の目的や指針として、長い年月

をかけて形作られたものです。ロータリアンの行動の土台となる理念を謳った RI ページです。 

 

➢ ロータリーの標語 その由来 

「超我の奉仕」、「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」。ロータリーの公式標語の由来を 

ご存知ですか？RI ページで、生い立ちを説明します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

在庫限りで 

お取り扱い終了 

💡 CD-ROM をご入用の方は 1)ご購入者様名 2) ご入用枚数 3) 送付先 

ご住所をご記載の上、業務推進・資料室までメールにてご連絡ください。  

mailto:rijpnpi@rotary.org
https://my.rotary.org/ja/document/manual-procedure-035
https://shop.rotary.org/doing-good-in-the-world-hardcover-929
https://www.rotary.org/myrotary/ja/learning-reference/about-rotary/guiding-principles
https://www.rotary.org/myrotary/ja/learning-reference/about-rotary/guiding-principles
https://www.rotary.org/ja/history-rotarys-mottoes
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＜ ウェブ掲載記事 ＞ 

 

➢ 「四つのテスト」を照らして争いに対処する 

「四つのテスト」は、ロータリー会員が難しい立場に置かれたときに進むべき方向を示す光となってきました。こ

のテストは、共感、信頼、アカウンタビリティそのものなのです。皆さんの地域社会で争いに対処したり、紛争転

換を目的に活動するにあたって、ぜひ「四つのテスト」に照らして判断してみてはいかがでしょうか。 

（2019 年 2 月、ロータリーボイスより） 

 

➢ １月「職業奉仕月間」 

「ロータリーの職業奉仕では、地域社会のニーズに取り組み、支援を必要とする人たちが自らの力で生活を立てて

いけるよう支援するため、多彩な職業の知識とスキルを活用することが求められます。日本や海外のクラブによっ

て実践された職業奉仕プロジェクトをご紹介します。 

（2019 年 2 月、ロータリーボイスより） 

 

➢ 犯罪から音楽の道へ 

PACT はロータリーが支援するカナダ・トロントの青少年の更生をサポートするプログラムです。「青少年の 

帰属意識を高めること」を目標に、ロータリーは PACT 参加者の社会復帰へ向け様々なサポートをしています。 

参加者の一人、スティーブンソンさんはこの関連プログラムで音楽への情熱を見出し、未来へ歩き出します。  

(2018 年 11 月、Rotary ニュース・特集記事ページより) 

 

 

 

 

➢ キャリアを後押ししてくれたロータリー 

学生時代からロータリーと関わるラウさんは、ロータリーへの入会がキャリア形成のきっかけとなりました。

ローターアクトやロータリーで磨かれるスキルは、「奉仕の精神を磨き企業が望む人材となる要素になる」、 

そして雇用主であるロータリアンはこの若い世代の後押しをする。「職業奉仕」の実践であると考えます。  

（2018 年 8 月、ロータリーボイスより） 

 

➢ 技術を伝えるということ～フィリピンでの技術指導を経験して～ 

2014 年～16 年、消化器外科医の竹山氏が率いる第 2760 地区の職業研修チーム（VTT）はフィリピンの 

医療関係者に腹腔鏡手術の技術指導を行いました。現地の医療機関関係者の技術力向上という形で、 

「持続可能性」に重点を置くこの取り組みは地域社会の発展につながる医療支援であると実感されています。 

（2018 年８月、ロータリーボイスより）  

 

➢ ロータリーの理念を実践する外交官 

トロント国際大会にて、元国際親善奨学生のコールフィールド氏に「2017-18 年度ロータリー学友世界 

奉仕賞」が授与されました。留学中に外交の道に進むことを決め、その後約 40 年に渡り国際理解と人権保護、 

ロータリーと同じ活動の分野でご活躍されています。 

（2018 年 6 月、Rotary ニュース・特集記事ページより） 

 

 

 

若い世代の 

職業人と共に≫こちら 

mailto:rijpnpi@rotary.org
https://rotaryblogja.wordpress.com/2019/02/25/%e3%80%8c%e5%9b%9b%e3%81%a4%e3%81%ae%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%8d%e3%82%92%e7%85%a7%e3%82%89%e3%81%97%e3%81%a6%e4%ba%89%e3%81%84%e3%81%ab%e5%af%be%e5%87%a6%e3%81%99%e3%82%8b/#more-3843
https://rotaryblogja.wordpress.com/2019/01/25/1%e6%9c%88%e3%81%af%e3%80%8c%e8%81%b7%e6%a5%ad%e5%a5%89%e4%bb%95%e6%9c%88%e9%96%93%e3%80%8d/#more-3756
https://www.rotary.org/ja/rotary-clubs-help-youth-turn-away-crime
https://rotaryblogja.wordpress.com/2018/08/29/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%92%E5%BE%8C%E6%8A%BC%E3%81%97%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%BC/
https://rotaryblogja.wordpress.com/2018/08/10/%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%82%92%E4%BC%9D%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%81%93%E3%81%A8%EF%BD%9E%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%94%E3%83%B3%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%8A%80%E8%A1%93%E6%8C%87/
https://www.rotary.org/ja/career-diplomat-accepts-rotary-alumni-global-service-award
https://www.rotary.org/ja/engaging-younger-professionals-toolkit
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➢ 職業奉仕の実践 －スクール☆ウォーズ－ 

2005 年、高校中退率全国ワースト 2 位であった埼玉県。対策として、県内のロータリアンは高校１年生を 

対象に就労体験の場を提供します。学生はこの体験を通して「社会の広さ」や「人の温かみ」を知り、将来を 

考えるようになったといいます。2016 年、県内の高校中退率は 1.2％と初めて全国平均を下回りました。 

（2018 年 4 月、ロータリーボイスより） 

 

➢ 四つのテストと私の仕事 

喜多方ロータリークラブの斎藤さんが勤務されている医療法人佐原病院では、朝礼の際に四つのテストの唱和を

されています。失敗してしまったときや思い悩んだとき、朝礼での「四つのテスト」の唱和でその言葉をひとつ

ひとつ、言い聞かせるようにすることで、「見た」だけ以上に「音」となることでより心に染み込まれています。 

（2017 年 11 月、ロータリーボイスより） 

 

 

■ Rotary ニュース・特集記事ページは≫こちら 

■ Rotary Voice ページ（日本語）は≫こちら 

 

 

< 映像資料 > 

➢ Rotary Stories: D’Lisa Simmons JA 

弁護士で元国際親善留学生のシモンズ氏は法律の学位を習得後ロータリークラブに入会し、奨学生や 

国際プロジェクトに携わりました。「将来は弁護士になりたい。」ロータリーの力を借り、ニカラグアで盲目の 

若者の夢実現に手を差し伸べます。 

(2010 年) [日本語字幕、13 分 4 秒]  

 

 

■ Vimeo RI ページ（日本語）は ≫こちら 

 

 

～ RI コンテンツのご利用にあたり ～ 

国際ロータリーのウェブサイトの利用規約は ≫ こちら 

 

mailto:rijpnpi@rotary.org
https://rotaryblogja.wordpress.com/2018/04/10/%E8%81%B7%E6%A5%AD%E5%A5%89%E4%BB%95%E3%81%AE%E5%AE%9F%E8%B7%B5%e3%80%80%EF%BC%8D%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E2%98%86%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%BA%EF%BC%8D/
https://rotaryblogja.wordpress.com/2017/11/30/%E5%9B%9B%E3%81%A4%E3%81%AE%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%A8%E7%A7%81%E3%81%AE%E4%BB%95%E4%BA%8B/
https://www.rotary.org/ja/news-features
https://rotaryblogja.wordpress.com/
https://vimeo.com/21162708
https://vimeo.com/channels/99836
https://my.rotary.org/ja/rotary-international-website-terms-use

