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野中  敏昭　会長
　皆様こんにちは。
五月は早苗月とも申
しますとおり、田植え
の風景を県内のあち
らこちらで見る季節

です。今年は、平年より、雨が多い年の様に思
います。
　仕事で、芦原温泉に行くのですが、芦原温
泉駅の福井銀行脇には、全国を温泉巡りして
芦原温泉では雪景色を詠った与謝野晶子の
歌碑がありました。「越の国 あはらの湯場の
雪にさす いみじく　清きあけぼのの色」昭和
６年（１９３１年）１月１１日、 与謝野鉄幹・
晶子 夫妻は金沢から芦原温泉を訪れ、開花
亭旅館に２泊しています。
　さて、職業奉仕と言う言葉は、ロータリーの
専門用語でありまして、世の中の人は、このよ
うな言葉は使っていません。辞書を引いても、

ロータリーソング

卓話

会 長 の 時 間

テーマ

このような言葉は載っていません。ナポレオンは、「余の
辞書には不可能と言う文字はないと豪語していました
が、職業奉仕と言う文字も彼の辞書にはなかったはず
であります。
　考えてみると、これは大変奇妙な言葉であります。何
故なら、職業というのは、私達が生きていくための所得
を獲得する手段、利潤追求の手段であります。即ち、こ
れは、自分のためのものであります。一方、職業奉仕の
奉仕とは、世のため人のためのことを考えること、即ち、
自分以外の人のことを考えることであり、これは他人の
ためのものであります。
　このように、エネルギーの方向が全く正反対の、職業
という言葉と奉仕という言葉を合体させて「職業奉仕」
と言っているのでありますから、言葉自体大変奇妙な
感じを受けるのであります。したがって、解りにくいのも
無理はないのであります。
　そこで、色 と々誤解が出てくる訳であります。例えば、
職業奉仕とは、職業を通じて社会に奉仕することであ
る、と言う理解の仕方がありますが、これも誤解を招くも
のであります。
　例えば、弁護士が無料法律相談をしますと、これは自
分の職業を通じて社会に奉仕しているのだから職業奉
仕である、と理解するのでありますが、これは間違いで
あります。これは、直接、社会に奉仕しているのでありま
すから社会奉仕であります。
　では、社会奉仕と職業奉仕とを分かつメルクマール
は一体何かと言いますと、一言で言えば受益者は誰か
と言うことであります。即ち、ロータリアン以外の人が受
益者になる場合が、社会奉仕であり、ロータリアン自身
が受益者になる場合を職業奉仕というのであります。
　したがって、例えば、優良従業員の表彰は、職業奉仕
と考えられ、一般に職業奉仕委員会の管轄になってい
ますが、表彰されて受益するのは、優良従業員即ち、ロ
ータリアン以外の人でありますから、これは社会奉仕で
あります。ただ、職業奉仕の要素が全然ないことはない
のであって、表彰された従業員を見て、他の従業員が発
奮して、皆が一生懸命に仕事をするようになり、その結

果、会社の業績が上がれば、社長であるロータリアンも
受益することになりますから、職業奉仕的な要素も少し
はあるのであります。したがって優良従業員の表彰は、
丼勘定で言えば、社会奉仕70%、職業奉仕30%と言う
ことになり、両方の要素をもっているということになる
のであります。
　以上を要するに、ロータリーの概念というものは、職
業奉仕でないものは社会奉仕、社会奉仕でないものは
職業奉仕、と言うようにクリヤーカットに割り切れない
ものなのであります。
　職業奉仕理念とは、自らが儲けるために職業に就い
ているという考えを捨てて、顧客の満足度を最優先し
つつ、自らの職業を通じて他人に奉仕をするという考
えで事業を営めば、その真摯な態度が顧客の心を捉え
て、リピーターとして何度も事業所を訪れたり、新規の
顧客を紹介してくれたりするはずです。その結果大きな
利潤が得られるとともに、その事業所は継続的に発展
していきます　。
そして、そのような事業所は結果として高い職業倫理
を持っているはずです。職業奉仕は職業倫理を高揚す
ることではなく、職業奉仕の実践が結果として高い職
業倫理につながることになると思います。

テーマ

未　定
「矢代操氏について」
鯖江市まなべの館　学芸員

藤  田　彩　様

瀧ヶ花　秀晃　幹事
・『日本のロータリー100周年
を祝う会』5月25日(火)午後1
時から4時半。配信開始は12
時半よりYouTubeにて。後程事

務局より案内させていただきます。
・事務局の方から、委員会活動報告書を提出してほし
い旨の案内が来ていると思いますが、まだ提出いただ
いていない方は、5月27日（木)までにお出しください。
・先週、酒井雅憲会員からいただいた『マスク』ですが、
まだ持って帰っていない方は、後ろの方に置いてありま
す。大変フィットして使いやすいので、是非お持ち帰り
いただきますようよろしくお願いします。
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卓話をさせていただきます

結婚祝いとマスクを頂いて　ありがとうございました

帰山会員卓話ありがとうございます
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委　員　会　報　告

米　寿　会　員　表　彰

齋藤　多久馬　会員

梅田　吉臣　プログラム委員長
　今日は、帰山さんに会員卓話をお願いしたところ、
快く引き受けていただきまして、ありがとうございま
す。今日は楽しみにしていますので、どうぞよろしくお
願いします。
卓話者　帰山　明朗　会員
テーマ　「鯖江よもやま話」
　先日鯖江地区の方から、『さばえ狂歌』の成り立ち
など卓話をいただいた事をお記憶に残っておられる
と思います。その時に、第5回の『さばえ狂歌コンクー
ル』を募集しているとお聞きしたかと思います。お陰

様で沢山の応募をいただき、令和3年4月15日に入賞作品が決まりました。皆
様に入賞作品をご紹介いたします。

第5回さばえ狂歌作品コンクール入賞作品
鯖江市長賞
・平穏の　眠りを覚ます　ウイズコロナ　ワクチンまだかと　夜も寝られず
鯖江市議会　議長賞
・鍵スマホ　財布にメガネ　火の用心　出がけの文句に　マスク加わる
鯖江商工会議所　会頭賞
・詮勝公　なんとお詠みか　コロナ禍を　たった一菌　世界は鎖国
鯖江市教育委員会　教育長賞
・マスクでは　表情見えぬ　戸惑いも　目尻のしわに　笑みを読み取る

（一社）鯖江観光協会　会長賞
・四人まで　家族で囲む　テーブルの　脇にあふれた　我一人鍋
福井県農業協同組合　代表理事組合長賞
・コロナ期間　自分は自粛　してたけど　大人は旅行　しほうだいだね
（一社）福井県眼鏡協会　会長賞
・少しでも　マスク外せば　にらまれる　せきなどしたら　バイキンあつかい
越前漆器協同組合　理事長賞
・定年を　五年刻みに　延長し　年金開始は　死ぬ五年前
福井新聞社　社長賞
・目が語る　人にやさしく　頭下げ　マスク美人の　かっ歩頼もし
FBC株式会社　社長賞
・参加する　事に意義ある　五輪には　かかりすぎてる　金と権力
福井テレビジョン放送株式会社　社長賞
・お互いに　年相応と　高笑い　認知度競う　井戸端会議
丹南ケーブルテレビ株式会社　社長賞
・ブレーキが　効かぬと　車のせいにして　心のブレーキ　効かぬ人あり
鯖江地区区長会　会長賞
・総務省　お近づきにと　誘われて　受けたはいいが　夜もねむれず
・マスクして　喋り続ける　ご婦人の　話題は　不要不急なりけり
・ダメよダメ　ランチにカラオケ　小旅行　老後の楽しみ　返して欲しい
・「おもてなし」しますと誘致したものの　五輪の客に海外入れず
・はやぶさ２　支えるスタッフ　ワンチーム　GOTOトラベル　宇宙旅行
間部公をたたえる会　会長賞
・JK課　今じゃ鯖江の代名詞　若き女子力　鯖江を創る
・雪降りて　スコップ片手に　ひさびさに　顔見合わせる　話せる近所
鯖江地区まちづくり応援団　代表賞
・タブレット　巧みに使う　子等へ危惧　読み書きの苦を　知らぬ怖さよ
・コロナ禍に　はやぶさみやげ　ありがとう　玉手箱には　夢がいっぱい
・本棚に　祖父がこっそり隠してる　終活の本気づかないふり
・就活生　仮面をかぶる　スーツ着て　黒髪うごめく　没個性
・あの頃な　言って笑える日を待つが　あのコロナほど　しぶときはなし
努力賞
・鄙の地に　独り居をする母なれど　手洗いうがい　散歩に励む
・失って　今さら気づく　あわれなり　本当に大事な　家族や仲間
・ヤマトです　パジャマで向かい　覗き穴　イケメンがいて置き配頼む
・世間では　女性の権利　叫ばれる　男の権利　我家の事情
・オリンピック　開幕よりも　盛り上がる　コロナワクチン　接種いつになる
特別賞
・べざいてんパパといっしょにきたえたよ　二人ともこしがぬけそうだったよ

誕生祝

　　

「鯖江よもやま話」

佐野　直美　次年度幹事
　次年度各委員長の皆様のお手元に、次年度の活
動方針をお願いする文が届いていると思います。手
書きでも結構ですので、ご提出ください。また、用紙
がお手元に届いていない方は、お渡ししますのでお

っしゃってください。締切りは5月31日までとなっておりますので、事務局の方
へご提出ください。尚、副委員長の記入欄は、こちらの方で記入しますので空
欄のままで結構です。


