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第２６３０地区 岐阜県 濃飛分区  創立１９６６年１月１５日 

●例会日 毎週金曜日 １２：３０～１３：３０      ●会 長   井辺 一章 

●例会場 高山市花里町 3-33-3 TEL 34-3988 ●幹 事   堺  和信 

     大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ ●会報委員長     田中  晶洋  

                               

 

   人類に奉仕するロータリー 

氷結   田中 晶洋 

高山西ロータリークラブ

職業奉仕委員会

 ＜会長の時間＞ 
先日、元会員の菱川さんが亡くなられ、

通夜葬儀に参列させていただきました。

たくさんの方たちがお参りされ、びっく

りいたしました。元会員の方達もたくさ

んみえました。 
私の父が昨年94 歳で亡くなった際にも時、皆様に参列頂き本当

にありがとうございました。父がいつも言っていました、90 歳を

越し友人も一人もいない今、なぜ、まだ生きているのだろうと。先

日の会長の時間でも「ぽっくり死にたい」と話しましたが、皆さん

におくっていただけるときに、逝きたいものです。 
 
 
 
 

＜幹事報告＞ 
◎ガバナー、青少年交換委員会委員長より 

 ・派遣学生オリエンテーションのご案内 

日    時   2月26日（日）  

午前 11：00～  

     場      所    ホテルグランヴェール岐山  

   出席義務者     夏期派遣学生・保護者、青少年交換担当委員長 

◎ガバナー、地区ロータリー財団委員長より 

・2017-2018年度 ロータリー財団地区補助金奨学生募集について 

応 募 条 件   大卒以上（2017.3卒業見込含）、 職歴：不問、 

海外の大学・大学院に既に合格していること 

募 集 人 数     1名 

    クラブ拠出金    1,000ドル以上 

     申請締め切り    2月28日（火） 

 ◎光記念館より 

・特別展のご案内および招待券・優待券  

   「歌川広重 ～名所江戸百景～」  

期日  2月27日(月)～6月11日(日) 

＜受贈誌＞ 

高山ＲＣ(会報) 

 
 
＜出席報告＞ 

 
 

＜本日のプログラム＞   職業奉仕委員会 
委員長  田中 正躬 

今日は職業奉仕委員会

の担当例会と言う事で、先

般2月5日に行われました 

職業奉仕研修セミナーの

報告をさせて頂きます。3

時間に及ぶ、みっちりと 

したカリュキラムは、判る

といえば判るような、判ら

んと言えば、判らんと言う様な、判らんセミナーだったと思います。 

私は農業という職業で、どちらかと言うと、1+1・2 と言う様な基

本的な作業の集積です。言い換えれば理系的な考え方が主です。そ

れに対し今回のセミナーは、職業奉仕とはと、哲学的に来られたも

のですから、私にとっては大変でした。 

現委員長の私と、次期委員長の垣内秀文さん2人で行ってきまし

たので、持ち時間の前半を垣内さん、残りを私で報告させて頂きた

いと思います。うまく報告できましたら、拍手でねぎらってくださ

い。それでは垣内さんお願いいたします。 

 

 

次期職業奉仕委員長   

垣内 秀文 

2/5名鉄グランドホテ

ルで開催の職業奉仕研

修セミナーに職業奉仕

委員長の田中正躬さん

と参加させて頂きまし

た。 

私は服部芳樹カウン

セラーによる基調講演Vocation についてお話しさせて頂きますが、

「職業奉仕はなぜ解りにくいのか」と手引きに記されていたので、

これをしっかり読めば理解できると内心考えておりましたが、聞け

ば聞くほど頭の中は「？？？」だらけで正直困っております。ただ

一つだけ言えること、職業奉仕は理念と実践と分けて考え、その理

念は職業のみならず、社会のリーダーとしての心構えであり、その

実践はあらゆるロータリーの奉仕活動の元であるので、職業奉仕の

言葉に囚われず考えを柔軟に取り組んでいくことです。 

次年度から田中委員長からこの役目を引き継いでいくわけで

すがセミナー等で学んできたことをクラブに持ち帰り、会員の皆

さんにお伝えする事が重要な仕事となってくる訳ですが一生懸

命勉強しますので、皆様どうか温かい目で見守り下さい。 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 32名 1名 33名 39名 84.62% 

本日 32名 － 32名 39名 82.05％ 
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垣内さん有難うございました。私は、垣内さんと重複するところ

があると思いますが、何をお話したらよいか、今朝、昨日、と間を

作って考えましたがどうもまとまりませんでした。たくさんメモし

たり、資料にマークしたりしましたが、話の筋がまとまりませんで

した。 

服部カウンセラーの講演後、質疑応答のみならず、みんなでいろ

んな意見を出し合おうとの趣旨で、岩田委員長の進行の元ディスカ

ッションが行われましたので、そこでの意見およびガバナーや石垣

地区研修委員長等の回答をご紹介します。 

・職業分類が緩和され、家庭の主婦でも入会できるようになった。 

職業奉仕の理念がなくなったのでないか。 

「職業奉仕が軽く見られてきた、もっと前面に出てくるべき、で 

 も良い方だったら入会できるように細則を変えてほしい。」 

・4つのテストの意味について『好意と友情を深めるか』について 

善意とくればわかるが。 

「好意は悪意の反対用語、英文を日本語に訳してあるのでうまく 

表現できていないかも、英文のグッド・ウィルそのままと思う 

しかない。英訳=日本語でない」 

・こんど職業奉仕委員長になるが、どう理解したらよいのか、理念 

が根っこで、実践が幹と思えばいいのか 

「その考えでよい。アメリカ流で行かなくても、日本流の考え方 

でよい」 

・『Service Above Self』の意味をもう少し教えて 

「『超我の奉仕』と訳すが、自分があってそれを超す、自分を超 

えたところに目標を持つ、サービスが1番・自分が2番の考 

え。きっちり利益を上げる事の上にサービスが成り立つ」 

・職業奉仕の活動はどうしたらよいか、社会奉仕との区別は 

「利益が自分に来れば、職業だが今は社会奉仕との境がなくなっ 

ている。区別しなくてもよい。」 

・理念と理想の差、使い分けは 

「理想を達成するための理念でないか。」 

 

 

 

＜ニコニコボックス＞ 
●高山ＲＣ 早川 宏治 様 

久しぶりにお邪魔します。貴クラブの趣味の会、詩吟のメンバーの

方々にお世話になっています。追伸:3月2日お陰様で高山ＲＣ3000

回の記念例会を迎えます。 

●井辺 一章さん、堺 和信さん 

日米首脳会談が明日未明に行われますが、通商問題が最大のテーマ 
となりそうです。トランプ氏は日米自動車貿易を｢不公平｣と指摘し、 
日本の通貨政策も円安誘導とみています。これらの指摘に対し安部 
首相も事前に豊田章雄社長と会談するなど準備は万全と思われま 
すが、どのような会談の内容になるか全世界が注目しています。 
本日の例会は、職業奉仕委員会担当例会で、2月5日に開催された

地区職業奉仕部門研修セミナーの報告をされます。田中正躬委員

長、垣内秀文次期委員長さんよろしくお願いします。 
●平 義孝さん 

早川さん、当クラブへようこそお出で下さいました。 
●挾土 貞吉さん 

・早川さん、ようこそお越し下さいました。 
・子供の頃から泥んこ遊びをし泥にまみれてきた男に、昨日國島市

長より、もっと磨きなさい（磨けば光る泥団子）という名匠を渡さ

れ｢迷匠｣しています。マイスター時代が来る事夢見て、伝承技術継

承のため精進したいと思っています。 
 

 

 

●田中 正躬さん 

本日は2月5日の職業奉仕研修セミナーの報告をさせて頂きます。

次期委員長の垣内さんとの2名で行って来ました。よろしくお願い

します。 

●垣内 秀文さん 

先日2/5職業奉仕セミナーに委員長の田中正躬さんと一緒に参加さ 
せて頂きました。『Vocation我らロータリアンに与えられた使命』 
と題し服部芳樹カウンセラーにより基調講演をして頂きました。職 
業奉仕、聞けば聞くほど意味不明です、どうしましょう…。恐らく 
本日の発表グダグダになります。田中正躬委員長、後は宜しくお願 
いします。 
●松川 英明さん 

今月18日より、岐阜県知事の肝いりである地歌舞伎の公演が、高

山市内ではグリーンホテルで計8回行われます。夜8時半～、地酒

の試飲も楽しめますので是非足を運んで下さい。 

●高桑 光範さん 

1月 3日に名古屋テレビで放送された｢ＯＫＢ創立120 周年記念ド

ラマ『ボクのお年玉はどこ？』(主演：鈴木福くん)｣が 2 月 17 日

(金)25:56～27:24 に再放送されます。この飛騨の地でもロケが行

われ、飛騨の景色もたくさん出て来ます。ＯＫＢ高山支店行員も出

演しています。真夜中の再放送ですので、是非録画してご覧下さい。 

●折茂 謙一さん 

誕生祝いありがとうございました。39 歳で独立後間もなく輸血肝

炎になりその後15年間は仕事以外はほとんど寝ていました。55歳

で運よく病気が治りました。神様のお陰だと感謝して、世のため人

のために役に立つように59歳で事業を立ち上げました。しばしば

ピンチに会いましたが際どい所で助かっています。4年前には会社

存亡の危機を黒木さんに助けて貰いました。ピンチになると誰かが

助けてくれます。だから私はロータリーを通じて奉仕を続けるつも

りです。 

●鴻野 幸泰さん、黒木 正人さん 

誕生日のお祝いありがとうございました。還暦まであと2年、お互

いに頑張ります。 
●田邊 淳さん 

先日は、結婚記念日に美味しいお菓子を頂き有難うございました。 
●大村 貴之さん､伊藤 松寿さん､田近 毅さん､内田 幸洋さん､ 

田中 武さん､門前 庄次郎さん､遠藤 隆浩さん､垣内 秀文さん､ 

塚本 直人さん､住田 泰典さん 

高山市の現代の名匠に挾土貞吉さんが見事選ばれました。おめでと

うございます。 

●下屋 勝比古さん 

3月5日第67回高山西ロータリ

ークラブ杯争奪高山市ソフトミ

ニバレーボール選手権大会に当

クラブより『はぐるまＡチーム』

をエントリーしました。まず 1
勝を合言葉に毎週激しい練習に

励んでいますので、ブルズ同様

熱い応援を会場でお願いしま

す。なお差し入れ歓迎中です。

私は明日鹿児島でのブルズの試合のため早退し現地へ向かいます。 
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