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永家

将嗣

皆さんこんにちは、今月は職業奉仕月間と米山月間であり
ます。本日は職業奉仕部門委員長の岩田勝美様には台風で
足もとの悪い中高山までお越し頂きまして誠にありがと
うございます。岩田委員長はアイデアマンでとてもユニー
クな発想を持っていらっしゃいます。以前多治見にて石垣
ガバナーを囲み地区
の委員長 6 名で懇親
会を開きました時
岩田委員長から色々
とお話をお聞きし感
心致しました。新聞
にもコラムを掲載さ
れていますし 8 月号
のガバナー月信にも
コラムが掲載されて
おりました。後ほど卓話を頂きますのでよろしくお願い致
します。
さて今月は IM・地区大会と 2 週連続となりますが参加さ
れる皆様よろしくお願いします。
ここですこし地区大会についてお話したいと思います。
地区大会とは 地区を単位として、地区内外のロータリア
ンとその家族が年に一度、一堂に会す「地区大会」。地区
大会は、ロータリーに関する情報交換が行われる場である
とともに、親睦の場ともなります。近隣のクラブ間では交
流する機会もありますが、同じ地区内でも、遠いクラブと
交流をもつのは難しいもの。地区大会は「ロータリーを広
げる」チャンスです。
地区大会の開催日程ですが、地区大会をロータリー年度（7
月から始まって 6 月まで）の前半に、祝日を避けるなどし
て 2～3 日の日程で開催するよう、奨励しています。2630
地区は 2 日の日程で行われます。地区大会を実施するに当
たりガバナー輩出クラブから地区大会実行委員長が選任
され地区大会実行委員長を中心に運営されます。
そして 7 月の地区の AG・CC セミナーの会議の席で地区大
会企画会議が開かれ色々とご意見を頂きます。今年度は会
場も多治見ではないしガバナー輩出クラブの色が出てい
ないとのご意見がありました。しかしこれも会場は参加し

やすい場所であまりお金がかからない場所で行う事にな
っていますので岐阜グランドホテルで問題はありません。
今回は地元食という事で開会セレモニーに岐阜県立土岐
商業高等学校吹奏楽部の演奏を行ったり、東濃という事で
友愛の広場では陶器の実演を行うそうです。昨年度は基調
講演や記念講演の講師に直接講演依頼にいくようにとの
ご指示がありました。当クラブも 2 年後には地区大会を行
わなければならないので、今年来年の地区大会は自分が行
うという立場で参加して下さい。最後に地区大会の目的を
お話して会長の時間とさせていただきます。
大会の目的は、
✩地区の奉仕プログラムやプロジェクトを紹介する。
✩奉仕にさらに参加するようロータリアンの意欲を高め
る。
✩クラブレベルを超えたロータリーのビジョンを共有す
る。
✩思い出に残る親睦の経験を楽しむ。
✩ロータリーのリーダーと交わる機会を提供する。

＜幹事報告＞

幹事 高原

清人

◎ＲＩ本部より
・ザ・ロータリーアン誌
◎国際ロータリー第２６３０地区ガバナー事務所より
・ＲＩ日本事務局 財団室ニュース
・2014-15 年度第２回ロータリー財団研修セミナーのご
案内
日時：１１月８日（土）
会場：岐阜都ホテル
出席要請者：2015-16 年度会長またはロータリー財団
委員長
<高山市青少年育成市民会議より＞
・第 31 回家族スナップ写真展および第 23 回家族の日図
画展の作品募集と広報活動のご依頼
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＜交換留学生スピーチ＞
ビクトリア・アン・マセチン

みなさんこんにちは。1 ヵ月 2 週間前に日本に来ました。
日本の生活に慣れたと思います。毎日新しい経験をして新
しい事を習います。先月学校に入って弓道部に入って友達
が出来て高山高校の文化祭の準備をして、奈良に行きまし
た。
奈良の鹿がすごく可愛いと思いました。私は、先週の土曜
日に高山高校統合 10 周年記念式典に行って偉い人にハン
マーをふりました。ステージに立つ時にドキドキしました。
でも大丈夫でした。私の日本語は少しずつ良くなっていま
す。友達とよく話せるのが嬉しいです。日本語の勉強頑張
っています。スピーチを聞いてくださってありがとうござ
いました。

＜本日のプログラム＞
職業奉仕委員会

田中

委員長

今日は第 2630 地区から職業奉仕部門の委員長であられま
す、岩田 勝美様に卓話をお願いしてあります。皆様のお
手元にありますサン
デーコラム表紙と裏
に紹介がしてありま
す。プロフィールにつ
きましてはサンデー
コラムをご覧くださ
い。それから、先ほど
会長からも説明があ
りましたように、月信
の中にも「職業奉仕とは」と「コラムじゅうせき」が載っ
ていますので、ご覧になってください。その中でロータリ
ーを辞めていく人がいるが、彼らは職業奉仕の魅力が出来
ていなかったからではないだろうか、昔のロータリアンの
ように本当に職業奉仕の魅力がわかっているロータリア
ンは決してロータリーを辞めないと言ってみえます。

＜卓話＞
地区職業奉仕部門委員長

岩田

勝美

様

本日は職業奉仕の話をしに来たのですが、月信を読んでも
らえば大体の言いたいことが書いてあるのでわかっても
らえると思います。

私の職業奉仕と、私の仕事を持って、どうロータリーの職
業奉仕に生かしているかを話させてもらいたいと思って
います。「岩田鉄工所」という屋号はとても固い屋号で、
これは先代が昭和 29 年に始めましたが、
「鉄工所」という
と鉄鋼屋さんというイメージがありますが、元々は鉄を加
工する人という意味で鍛冶屋さんの事を「鉄工所」と言っ
ていました。
高山にも「打江精機」さんがありますが、元々は「打江鉄
工所」と言っていました。近所には機屋(はたや)さんが多
くてその織機を造っていましたがそのうちに、時代が求め
る物を造るようになっていき、新しい事をやっていかんな
らん様になりました。
創業 60 年になりますが、60 年というのは老舗(しにせ)と
いう事になります。老舗というのは同じことをずっと続け
ていても老舗にはなれなくて死店(しにせ)になってしま
う。本当の老舗は時代にマッチした常に新しい事をやって
いかないと老舗にはなれない。
今の商売は打江精機さんと一緒のカヤバ工業（東証一部上
場企業）と富士機械製造（東証一部上場）という会社の仕
事をしていますが、富士機械工業さんでは、スマートホン
のアップルは全て中国で作っていてその中に何千個とい
うチップが入っています。そのチップとうのは 9 割以上が
日本製で画面も日本製で中国へ部品を持って行き中国で
組み立てるのですが何千個というチップをアップルは発
売当初で 1 千万台作りました。一千万台作ろうとしたら、
たくさんの手間がかかりますが、それを組み立てる機械を
造っているのが富士機械製造の会社です。中に入っている
一番小さなチップは 0201 という 0.2 ミリ×0.1 ミリの大
きさですが胡椒の粒の半分くらいの大きさなのですが、そ
れを 1 個 1 個リールから取り出して吸着してそれをパター
ンの上に置いていくという作業をする、チップマウンター
という精密機械を作っています。それとカバヤ工業のほう
は、「スカイツリー」の芯柱があって廻りに鉄骨があるの
ですが、地震の時それらがぶつからない様にダンパーとい
うものがありそれが揺れを吸収する「制震ダンパン」と言
います。又、東京駅は免震構造になっていて土台の下にベ
アリングみたいなものがあって、地面が揺れても建物が揺
れない免震装置の心臓部を作っています。又、寅の門ヒル
ズにたくさん使われています。これを 6 年やっていますが
（08 年）リーマンショックがあり、その 6 年前（02 年）
ＩＴバブルの崩壊がありました。その 6 年前（90 年）の
バブル崩壊がありました。今年は 6 年目だから何かあると
思っていますが、6 年前のリーマンショックの時会社で何
か難しい事や最新の事をやっていこうという事になり、難
しい物とはマイクを造るときマイクは消費材でマイクを
造る機会は生産材です。チップマウンターという機械は生
産材なので機械が売れなくなった瞬間に価値がなくなり
「1 か 100 か」というリスキーな世界ですが、どうしても
生産材の仕事がしたくなり、仕事の 7 割が生産材を造って
います。機械が売れなくなり 2009 年には売り上げが 4 分
の 1 になってしましました。
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2010 年の 1 月に急に忙しくなりましたが、どうしてかと
思っていたら、6 月に「アイフォン 4」が発表になりまし
た。その同じ年度に「アイパッド」も発表したのでその生
産設備が中国へ進出していきました。たった半年の間に
600 万台を生産し、今年は 3 月に「アイフォン 6」を 9 月
に売り出すと発表していたので 1000 万台すでに売れてい
る。
2009 年の初頭には、やる事がなくて「伸助さん」という
電動伸縮の杖を作りました。その後には「こづえちゃん」
というさらにコンパクトな杖を作りました。設計からすべ
て行いましたが、2010 年に本業と「伸助さん」により、
Ｖ字回復しました。今、決算があったのですが、利益率を
計算したところ 12.2％でした。昨日は名大社の転職フェ
アがありまして、19 人の応募があったそうです。そのう
ち１人か２人は来るかと思いますが、大変ありがたいこと
です。今日配布した「サンデーコラム」の裏に「操作しや
すい電動義手」という記事がありますが、岐阜高専と我社
の「ハンドロイド」を買って加工して義手にしてくれまし
た。今まで 300 万円くらいしていたものが 70 万円くらい
で出来るという記事です。困っている人を助ける職業奉仕
の例として持ってきました。
職業奉仕は、お客さんが喜んでくれる事だと思います。私
はお客さんに感謝と感動、感激を与える事だと思います。
ロータリーは会員増強を訴えていますが、ロータリーを辞
めていく人は職業奉仕をしっかりと理解していないから
だと思います。
ご清聴ありがとうございました。

＜10 月のお祝い＞
＜会員誕生日＞
永井 信次
中田 專太郎
伊藤 正隆
坂之上健一
岡崎 壮男
冨士井忠男
谷口 欣也

Ｓ２５年１０月 ５日
Ｓ３０年１０月 ６日
Ｓ２７年１０月１１日
Ｓ３１年１０月１７日
Ｓ３５年１０月２１日
Ｓ１７年１０月２５日
Ｓ３５年１０月２７日

＜夫人誕生日＞
岩垣津 亘
和田 良博
田中 雅昭

則子
景子
栄子

＜結婚記念日＞
内田 茂
津田 久嗣
坂之上健一
今井 俊治
永家 将嗣
鶯塚 英雄
平林 英一
久々野国良

Ｓ５８年１０月 １日
Ｓ６２年１０月 ４日
Ｓ５７年１０月１９日
Ｓ５４年１０月２３日
Ｓ５６年１０月２５日
Ｓ５７年１０月２８日
Ｓ５２年１０月３０日
Ｓ５１年１０月３１日

１０月１１日
１０月１１日
１０月１３日

＜ニコニコＢＯＸ＞
10 月は神無月と言う事で、全国の神様が出雲に集まり年
に一度会合を持つと言われております。奇しくも高内宮典
子様のご成婚と重なり神様も大忙しの事でしょう。
理事役員一同
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、台風の中、月初めの大変お忙しい中ご来訪頂きありが
とうございます。本日は卓話をよろしくお願い致します。
田中 雅昭
本日は、岩田委員長のユニークな卓話を楽しみにしていま
す。よろしくお願いします。
永家 将嗣
岩田勝美様、卓話をよろしくお願いします。本日もニコニ
コをありがとうございます。毎日、良い事がありニコニコ
が楽しみになることを祈念して。
平林 英一
ニコニコの隣の席ですのでニコニコへ。

永田

富次

今日は、台風で高校が休校になりましたので、家からヴィ
クトリアが来ました。ヴィクトリアは、Bee dance スタジ
オにて JAZZ Dance を始めました。坂之上さん、ありがと
うございました。10/17 にベストウエスタンホテルで１
９：３０から私的にライブを行います。ヴィクトリアにも
２曲ほど参加してもらう予定です。応援よろしくお願いし
ます。
高木 純
昨日、高山の市場の会場４０周年を記念して「市場祭り」
を開催しました。主催者発表では 5500 人に来場して頂き
大変忙しく賑やかな 1 日でした。元気な市場をアピール出
来ました事に感謝してニコニコへ。
永井 信次
10/3 無事
ニコへ。

二人目の孫（女の子）が出来ましたのでニコ
三枝 祥一

本日、早退します。

新宮 一郎

