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●会 長 田中
武
●幹 事 門前 庄次郎
●会報委員長 田中
正躬

＜会長の時間＞
今週も、引き続き「飛騨春秋・1997
年・平成 9 年 6 月号」より、
『まさご』
開業者 坂口 時宗 氏 の話です。
支那そば時代に、工夫して豚肉煮て焼
き豚代わりとしました。煮汁の味も、
スープの味に加えると好評でした。以来、手間を省くことと味の両
得で今も続けられています。メンマという『支那竹』と呼ばれた『中
華そば』の添えは、乾燥したものを袋詰めで勝って、ふやかすと嵩
がうんと増えるので、使い続けています。それに飛騨ねぎ。麺はち
ぢれ麺を自家製で今も作っています。しゅうまいも作ってみました
が、売れないのでじきに止めました。
『中華そば』一本の専門店と
しました。屋台を閉じる時、高山の名士が何人か、真木さんとか老
田さんとか住さんとか、慰労祝賀の宴を設けて頂き、恐縮しました。
今、高山では『中華そば』の店は何件あるかははっきりしません、
食堂、麺類の店、ラーメン専門店まで入れるとずいぶん多いでしょ
う。観光客が増えて、お目当ての店と尋ねて来てくださることも多
いです。観光ガイドブックなどでも『飛騨のラーメン・中華そば』
としてあちこち書かれて、飛騨の味として宣伝されたおかげでしょ
う。郵便局のゆうパックなどでも全国に発送される大量生産のラー
メンにまで育ちました。しかし、飛騨ラーメンと言ってもそれぞれ
の店ごとに全部自分の店の味を持っていて、少しずつ特色があって、
ひとまとめで呼ぶことができませんね。それぞれの店が、自分の店
の味を大切にして、研究を続けながら『中華そば』の味を高めてい
くよう続けて努力しないと今後が大変ですね。大量生産で味や質が
落ちないように、守り続けてほしいものですね。高山独特の味とし
て、一層高めていってほしいものですね。

＜幹事報告＞
◎ガバナー、濃飛グループガバナーより
・会員増強拡大セミナー開催のお知らせ
日

時

1 月 24 日 (土)

点鐘 10:30 閉会点鐘 15:10
場

所

参加義務者

シティホテル美濃加茂
現・次期会長、現・次期幹事、現・次期増強
委員長、３年以内新会員

◎一般社団法人比国育英会バギオ基金より
・2013 事業報告書の送付と基金へのご寄付のお願い

雪だるま

蜘手 康介

＜例会変更＞
可茂 … 平成27 年1 月7 日(水)は、定款第6 条第1 節により、休会
平成 27 年 1 月 14 日(水)は、新年例会のため
8 日(土)18：30～ シティホテル美濃加茂 に 変更

＜出席報告＞
区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

前々回

35 名

4名

39 名

46 名

84.78%

本日

32 名

－

32 名

46 名

69.57％

＜本日のプログラム＞
職業奉仕委員会
委員長
堺 和信
今年の地区研修協議会の職業奉
仕部門分科会に参加して、
「職業奉
仕とは何か」
「職業奉仕と社会奉仕
をどう区別するのか」
「職業奉仕をどう実践するのか」という説明
を受けましたが、今ひとつ理解し難いものがありました。ましてや
「職業奉仕」という言葉は辞書には載っていなくて、完全なるロー
タリー用語ということです。はたして、高山西クラブの会員全員が
理解しているのか疑問に思いました。
毎年 10 月は職業奉仕月刊ということで、10 月号の「ロータリー
の友」や「月信」においても石垣ガバナーが「職業奉仕」について
詳しく書かれていましたので読んでいただければ理解できるので
はないかと思いますが、本日は地区職業奉仕部門委員長の岩田勝美
様をお迎えして、わかりやすくご説明をいただきたいと思います。
岩田様も「月信」に「職業奉仕とは」という題目で詳しく書かれて
みえますし、また「月信」のコラム欄で毎月ユニークな記事を掲載
されております。
それでは、岩田様の略歴をご紹介させていただきます。
岩田 勝美 様 1952 年生まれ。 岩田鉄工所代表取締役社長
全国高等学校定通振興会東海支部長、岐阜県高等学校定通振興会
会長、岐阜県経済同友会幹事、岐阜南法人会常任理事、羽島商工会
議所常議員、羽島鉄工組合理事長。
ロータリー歴：1987 年 羽島ロータリークラブ入会、2010～2011
年 会長、2013～2014 年 理事、2630 地区職業奉仕部門委員長。
趣味は謡曲とスキューバ―ダイビングとの事です。

ロータリーに輝きを

例会報告
職業奉仕の学習は、毎週の例会に出席することで会員同士が
情報交換したり悩み事を相談したりすることから自然に身に付

職業奉仕とは

くものである。
最近ロータリーを辞めていく人がいるが、彼らは職業奉仕の

国際ロータリー第 2630 地区

魅力が理解できていなかったからではないだろうか。本当に職

職業奉仕部門委員長

業奉仕の魅力が分かっているロータリアンは決してロータリー

岩田 勝美 様

を辞めない。
職業奉仕を理解するには
職業奉仕とは世のため
人のために奉仕の心を持

＜ニコニコボックス＞

って職業を営むこと。つま

●国際ロータリー第2630地区職業奉仕部門委員長 岩田 勝美 様
初めて伺います。宜しくお願いします。
●田中 武さん、門前 庄次郎さん
国際ロータリー第 2630 地区職業奉仕部門委員長 岩田 勝美 様に
はお忙しい中ご来訪賜りありがとうございます。後ほどの卓話
よろしくお願いします。
●堺 和信さん、伊籐 松寿さん
本日は職業奉仕担当例会です。地区職業奉仕部門委員長 岩田 勝
美 様のご来訪を心から歓迎いたします。ご講話宜しくお願いい
たします。40 万円もかけスタッドレスタイヤに替えてお越しい
ただいた事に大変感謝いたします。
●菱川 正臣さん
今年のゴルフはあと 2 回行けそうで 55 回になります。四季を問
わず週一ゴルフです。先週ニコニコの話がありました。久保田
誠・荒川之雄両大先輩は、委員長の努力もあるけれど、結果は
時の会長幹事の人気だと教えられました。納得できる話です。
まずは一年の健康に感謝です。
●垣内 秀文さん
新年家族例会の多数の皆様のご参加をお待ちしております。締
切は来週の例会時となっておりますが、欠席とされた方も、優
先順位を今一度考えて頂いて参加の方向でご検討宜しくお願い
いたします。親睦委員会の余興練習も昨日から始まりました。
今年のＡＫＢに負けない様頑張ります。どうぞ宜しくお願いい
たします。
●新井 典仁さん
前回と前々回と 2 回連続で出張のため例会を休ませていただき
ました。大変申し訳なく思います。またその間に誕生日を迎え
た私に対しましてクラブからプレゼントを頂きまして誠に有難
うございました。
●向井 公規さん
先日は誕生日のお祝いにヘルスメーターを頂きありがとうござ
いました。これから外で食事したり飲んだりする時期になりま
すので毎日使っていきたいと思います。
●田中 正躬さん
年末の交通安全県民運動が実施されています。今日は高山地区
地域交通安全大会が 1 時半から 4 時まで文化会館小ホールにて
行われます。｢無事故無違反 180 日コンテスト｣の表彰の他アト
ラクションもあります。時間のある方は是非出席して下さい。
このため早退します。
●井辺 一章さん
寒い日が続き選挙も割り込んで入り商売がヒマになります。困
ったことです。頑張ります。早退いたします。

り、
「職業を倫理的に営むこと」を理解しなければならない。
倫理とは「人が正しく進む道」
。人を泣かせたり欺いたりしな
い。非人道的、反社会的行為をせず、世のため人の為に尽くし
なさい。という考え方。この難解な「職業奉仕」を理解する上
での問題点を 3 つにまとめてみた。
1、
「職業奉仕」という言葉の問題
職業奉仕という言葉は、エネルギーの方向が全く正反対の言
葉が合体しているから理解することが難しい。職業は所得獲得
の手段であり、奉仕は自分以外の人の為に何かをすること。言
い換えればお客様に喜んでいただくこと。つまり、ロータリー
の職業奉仕とは、
「職業を営むこと（お金を儲ける事）が世のた
め人のための奉仕になる」と言っている。この点が理解できな
いと「職業奉仕」は永遠の謎になってしまう。
そこで、この問題を解決する為には「職業を営む心」と「奉
仕の心」を「ひとつの心」で行う。つまり、
「世のため人の為に
奉仕をする心を持って職業を営むべし」と考える。従って必然
的に職業を営む過程、プロセス、即ちお金を儲ける時に、世の
ため人の為という倫理性を「ロータリーの職業奉仕」は要求す
る。
2、職業奉仕と社会奉仕をどのように区別するのか
職業奉仕を「自分の職業を通して社会に奉仕する」と言った
り、考えたりしているロータリアンが多いが、これは誤解であ
る。
「社会に奉仕する」と言う以上、この言葉は社会奉仕と考え
られる。ではその中に職業奉仕が無いかといえばそうではない。
その区別は、
「受益者が誰であるか」である。
その奉仕活動によって受益者が自分以外の人、又は地域社会
であれば｢社会奉仕｣。自分自身であれば「職業奉仕」と考えら
れる。
また、職業で得た所得の一部を恵まれない人達に寄付したり、
自分の貴重な時間や労力を費やしてボランティア活動をするこ
とは、職業奉仕ではなく社会奉仕に他ならない。近江商人の三
方良しは「売り手良し」
，
「買い手良し」が職業奉仕。最後の「世
間良し」は社会奉仕と考えて良いのではないか。
3、職業奉仕の実践
ロータリアンは、この職業奉仕倫理の裏打ちがある企業活動
をすれば永続的に安定した企業活動が出来き、自由競争を必ず
勝ち抜いて行ける筈である。1929 年に始まった空前絶後の大恐
慌においてロータリアン企業は一社も倒産しなかった。このこ
とは毎週の例会において原理的な企業活動のノウハウの開発を
して、それを自身の企業に実践した功徳と言われている。

ロータリーに輝きを

