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野中  敏昭　会長
　皆様こんにちは。
　西山公園の桜の花
も満開です。まさに、春
真っ盛りになりました。
少し前まで、大雪警報

だったことがうそのようです。皆様、春を楽しみ
ましょう。４月８日は、鯖江北ＲＣ創立記念日で
す。鯖江ＲＣ会員にとって、大切な記念日です。
　現在ＮＨＫ大河ドラマでは渋沢栄一という
人物に魅かれています。渋沢氏という人は明治
初期の経済人で、国立第一銀行（後の第一勧銀
現在のみずほ銀行）帝国ホテル、キリンビール、

ロータリーソング

会 長 の 時 間

テーマ

東急電鉄、500社以上の会社の設立に関わった方で「日
本資本主義の父」とも呼ばれている人物です。社会貢献
についても多くのボランティア活動を推進し、私財を投じ
て協力してきた方でもあり、日本赤十字社などの設立に
も大いに関与したそうです。
　渋沢氏の経営哲学として「道徳経済合一説」というもの
があります。その理念は「論語を拠り所に倫理と利益の両
立を掲げ、経済を発展させ利益を独占するのではなく、
国全体を豊かにする為に、富は全体で共有するものとし
て社会に還元すること」と説いています。そして
「富をなす根源は何かと言えば、仁義道徳。正しい道理の
富でなければ、その富は完全に永続することができぬ」と
も言っています。要するに「商売は世の中の為になるもの
でなければならない」と解釈できます。
　この渋沢氏の経営哲学を紐解いていくと、ロータリーク
ラブの哲学・目的と相通ずるものがたくさん出てくる事に
気づきました。日本のロータリークラブの生みの親と云わ
れる米山氏は渋沢氏がパリの万博博覧会から帰国し、静
岡に後の銀行の雛形ともいえる商法会所をつくった明治
元年にこの世に産声をあげたのも奇妙な因縁です。その
一生は正に渋沢氏の感化を受けたと考えるに相応しい
人物です。「道徳と経営の一体化」という日本的な考え方
を「超我の奉仕」「最も良く奉仕する者、最もよく報われる」
という標語を掲げるロータリークラブの日本への紹介も
その意味から容易に理解出来ます。
　米山氏は三井銀行の常務であった時、政府特派財政
経営委員の一員として渡米、当時三井物産の綿花買付け
の責任者として活躍していた ダラス ロータリークラブの
会員でもある福島喜三次氏から、ロータリークラブの理
念を聞いて自分と同じ考え方のクラブがアメリカのもある
ことに感銘を受けたに違いありません。この福島氏は帰
国後、大阪ロータリークラブ、神戸ロータリークラブを作り
ます。
　さて、ロータリーでは、1929年世界恐慌にみまわれ、お
金儲け主義だけではだめだと気づき、倫理観を持っての
生業活動の模索、２年後の1931年24の項目が策定され
それを更に四つにまとめたのが「四つのテスト」です。 
1. Is it the truth ？『真実かどうか』

　商取引において、商品の品質、納期、契約条件などに
嘘偽りがないかどうかは非常に大切な基準です。 
2. Is it fair to all concerned ？『みんなに公平か』
　公平とは平等分配を意味するので、関わりのある人、
関係する人、すべての取引先に対して、えた富を公正に
分配しているかを問うものです。 
3. Will it build and better friendship ？『好意と友情
を深めるか』
　商取引が店の信用を高めると同時に、よりよい人間関
係を築き上げて、取引先を増やすかどうかを問うもので
す。 
4. Will it beneficial to all concerned ？『みんなのた
めになるかどうか』
　商取引において適切な利潤を追求することは当然な
ことであり、決して恥ずべきことではありめせん。 ただし
売り手だけが儲かった、また買い手だけが儲かったので
は公正な取引とは言えません。その商取引によって、すべ
ての取引先が適正な利潤を得るかどうかが問題なので
す。 
　今後、日本の地方地域では益々人口減少が進みます。
私達ロータリアンは、この四つのテストを更に深く取り組
んで行く必要性があるのかと思います。　私は職業奉仕
を一言で申し上げるならば、このように思います。
「倫理観をもって自分と自分の職業を磨くこと」
「自分の生業を通して、適切な利潤で多いに儲けて、得た
富を慈善事業に使う」これが職業奉仕だと思います。 
日本のロータリアンは、職業奉仕の考え方があるからこ
そ、ロータリー活動が素晴らしいのだと思います。
企業の経営倫理の提唱は必要不可欠で、経済社会の健
全な発展にはモラル、倫理など精神的な要素が必要だと
考えられています。社会の公器である企業の経営理念は、
経済活動の利益追求という経済合理性とも合致します。
従ってロータリーの哲学そのものと言えます。
　我々がよく口にする“Service Above Self”、自分も儲
けていいけれども、その前に他人のために頑張ろう。
“One Profits Most Who Serves Best”、そのほうが利
益があるという考え方です。職業奉仕の理念をもって、他
の奉仕団体との違いを皆さま今一度、認識いたしましょう。

卓話

テーマ「獣医師という仕事について   PART3　
  コロナと闘う獣医さん」 「世界の転換点」 未　定

鯖江商工会議所

会頭  黒田  一郎   様
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孝久　治宏　会員
岡本　圭子　会員
大橋　良史　会員
酒井　芳則　会員
小淵　洋治　会員
齋藤 多久馬   会員
梅田　吉臣　会員
田村　康夫　会員
瀧ヶ花 秀晃　会員
窪田　健一　会員
西尾　俊一　会員
橋本　政宣　会員
木村　明　　会員
梅田　吉臣　会員
大島　恒彦　会員

野呂会員の卓話を楽しみに　4月4日地区大会です
卓話させていただきます。　よろしくお願いします
野呂会員の卓話を楽しみに
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
誕生祝いをいただいて
2月に欠席したためちょっと遅れて誕生祝いをいただきました。ありがとうございます。
勤続表彰を頂いて
　〃
野呂先生の卓話を楽しみに　結婚祝いをいただいて
早退します

ニコニコ箱発表
 　吉田　俊博　
ニコニコ委員長

幹　事　報　告
瀧ヶ花　秀晃　幹事
・4月4日の地区大会ですが、当初会長・幹事が出席す
る予定でしたが、コロナ禍の為京都に行くのを取りや
めました。皆様と一緒に公開観覧致します。12時25分
から鯖江商工会議所１階で行います。席に余裕があり

ますので、ご参加よろしくお願いします。
・例会終了後、定例理事会を開催いたしますので関係各位はお集まりください。

梅田　吉臣　プログラム委員長
　本日は、野呂先生にお願いしたところ快くお引き受
けいただきました。よろしくお願いします。後６回卓
話者が決まっていません。お心当たりのある方は、是
非電話でお知らせくださいますようお願いします。
卓話者　野呂　和夫　会員
テーマ　「獣医師という仕事について   PART3　コロナ
と闘う獣医さん」
　今日は意外と知られていない、獣医師という職業
についてのあれこれというお題でお話させていただ
きます。ただし、私の職域であります小動物臨床、平た

く言いますと犬猫病院の話しに、どうしても偏ってしまいます事をご了承くだ
さい。逆の言い方をしますと、獣医師の仕事は犬猫病院だけではないというこ
とです。また、犬猫病院にしましても、何でも屋さんであったのは20～30年前
の話であって、最近は人医療のように、皮膚科（皮膚病ですね）、眼科（目の病
気、白内障とか）、整形外科（骨折の治療など）、歯科（動物の歯医者さん・・）な
ど、自分の専門分野を持つようになってきました。ちなみに私の専門分野は
がん治療です。スライドに、「日本獣医がん学会」とありますが、その学会の認
定医試験を受験し、合格して、認定医資格を取得しております。さらには、大学
で所属しておりました研究室が「第１外科学研究室」でして、そのからみもあ
り、専門分野をより細かく言うならば、私の専門は「腫瘍外科」でございます。
　左下が先ほどもご覧いただきました獣医師の免許証です。そして、右側は

日本獣医がん学会の認定医試験の合格
証である認定証です。一番上に「日本獣
医がん研究会」とありますが、私が合格
した次の年に研究会が学会に昇格して

おりまして、現在はがん学会であります。
　PCR検査とは、Polymerase Chain Reaction ＝ポリメラーゼ連鎖反応の
事です。
　福井県獣医師会だより2021年2月号に、『新型コロナウイルス検査、11ケ
月を振り返って』という記事が掲載されていましたので、ご紹介いたします。
〇検査体制構築(2月）
　ウイルス検査担当は3名しかいなかったため、細菌検査担当3名（私もココ）
も急きょ訓練してもらい、速やかに6名でのウイルス検査体制を整えました。
　国立感染症研究所開発の検査系が当所で機能することを確認。2月17日
には初めて感染疑いの患者さんの検体を検査し、陰性でした。

〇県内初陽性例確認（3月）
　3月18日、福井県初の要請患者確認。その後は怒涛の県内第1波に突入し、
4月15日には1,000検体を突破。ときには27時検査終了などという日も。疲れ
の蓄積は検査ミスに繋がるので、シフト勤務も導入されました。
　検査が多い日には、農林水産部獣医師8名の方々が検査応援に
来てくれました。嫌な顔せずパワフルに動いていただいたのは、ありがたかっ
たです。
〇消耗品枯渇機器、唾液検査適用開始(5月～）
　こちらの想定をはるかに超えた検査依頼、そして全世界的な消耗品不足で
当所の検査用品も枯渇寸前となり、防護ガウンは入手困難のため、二重手袋
にアームカバーを装着して、安全キャビネット内で細心の注意を払っての作
業。リアルタイムPCR：多い時で96穴プレート×4枚になります。1枚であって
も、24時ごろにすると目がチカチカします。結果データのダブルチェック後、県
本庁に結果報告という流れを、毎日粛々と実施しています。
　11ヶ月を振り返って、検査結果は、患者さんの人生をも左右しかけない重
いものですから、想像するだけでゾッとします。最近では、慣れと疲れと諦め
感との闘いになっています。検体取り違えや結果誤入力など重大なミスが起
こらない仕組みを考えつつ、気を引き締めなおしています。所長やグループリ
ーダーと、応援に来てくださった獣医師の皆様に支えられ、なんとか今までの
検査の信頼性を守ってこれたことに感謝申し上げます。
　と書かれていました。来年は楽しくお花見ができますように・・・

野 呂   和 夫    会 員   「コロナと闘う獣医さん」
　獣医師という仕事について   PART3
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「　ウイルスの種類の違いによる形態の違い」

エボラウイルス コロナウイルス

「　コロナウイルスの構造　」

　　「　正しい手指の消毒方法　」


