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会長 大原 誠
みなさん、こんにちは。
第 12856 回例会、会長
の時間のご挨拶を申し
あげます。令和 4 年の
新年度を迎えました
が、コロナ禍の収束は
依然見通すことができ
ません。またウクライナ情勢もロシアとの停戦に
向けた協議が断続的に行われてはいますが、進展
は見られず、またウクライナから国外への難民は
400 万人を超えるなど引き続き厳しい状況にあり
ます。このように新年度のスタートは、今のところ
明るい話題に乏しいですが、先週お話させていた
だきました通り、飛騨各地の春の祭が、神事や祭行
列等、ほぼ通常通りの形での開催に向け、準備され
ているようですので、少しでも地域が活気づくこ
とになればと期待しています。さて、まん延防止等
重点措置は解除されたとはいえ、当地域のコロナ
感染者は以前高水準で推移しています。ご存じの
通り、市内の小中学校の児童・生徒の感染が収まら
ず、それが家庭内で感染が広がっているようです。
厚生省では 5 歳から 11 歳の小児接種の必要性を発
信していますが、いずれにせよ、私たちは今のとこ
ろワクチンに頼るしかありません。皆さんは、3 回
目のワクチン接種は終わられたでしょうか？私は
2 月に追加接種しました。1 回目 2 回目とも副反応
は無かったので安心していましたが、その日の夜
に頭痛があり、翌日朝 38 度の熱が出ました。ひだ
しん内でも、職員の相当数が 3 回目は反応が大き
かったようです。先日、改めてロータリーとしての

新型コロナウイルスの対応について調べてみたと
ころ、ホームページ上に、次のような記載がありま
した。
「ロータリー会員は、ポリオ根絶を間近にし
てきた長年の経験を生かして、保健当局による新
型コロナウイルスやワクチンに関する情報伝達を
後押しし、ワクチンに対する誤解をなくし、ワクチ
ンの公平かつ平等な配布を支援し、切迫した医療
機関に防護具を寄贈するなどして感染拡大防止に
あたっています。」とコロナワクチン接種の促進や
感染拡大防止に各地のクラブが取り組んでいるこ
とを発信しています。また、予防接種に関する国際
ロータリーとロータリー財団の見解として、
「ロー
タリーは、子どもたちへの一斉予防接種を通じて
「ポリオのない世界」を実現するというビジョン
を初めて描いた団体として、予防接種をするとい
う決断は人道的に必要不可欠であると考えていま
す。全世界における予防接種こそが、新型コロナウ
イルスの世界的流行を終息させるための方法です。
私たちは、会員を含め、すべての人に対して予防接
種を強く推奨します。」とあります。その他、救命
医療を提供している各地の医療従事者に敬意を表
し、新型コロナウイルス感染症の予防とワクチン
接種を支援する取り組みを倍増させるよう、ロー
タリークラブとローターアクトクラブに奨励して
いるとあり、今年度、地区補助金事業において高山
工業高校へレーザー加工機を贈り、それを使って
生徒がコロナ感染予防啓発する看板を製作、高山
市内の小中学校に寄贈しましたが、当クラブのこ
うした活動は、ロータリーとしてのコロナ感染対
策にかかる啓発に資する上でも、意義ある事業で
あったと思います。さらに、国際ロータリーは「私
たちは、ポリオの闘いで学んだことを新型コロナ
ウイルス対応に生かすために貢献できるとしてい
ます。」と、これまでのポリオ根絶活動における前
線での活動の成果を表明されており、これを踏ま
え、今年度ロータリー賞の一つでもある「ポリオ根
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絶募金」を来る 4 月 14 日木曜日、本町 1 丁目飛騨・
高山観光コンベンション協会 1 階フロア―の一部
をお借りして 12 時から午後 3 時まで行いたいと思
います。後ほど、ロータリー財団委員会伊藤委員長
より、募金活動に係る説明がありますが、会員皆さ
まのご協力をよろしくお願いいたします。以上、会
長挨拶とします。

●幹事報告
幹事 下田 徳彦
◎国際ロータリー第 2630 地区
ガバナー事務所より
・次期会員増強研修セミナー
のご案内
日時：5 月 14 日（土）
11：00～14：40
会場：岐阜グランドホテル
登録料：7,000 円
〇米山梅吉記念館より
・館報 39
・創立 50 周年記念事業寄付のお礼と事業計画に
ついて
・賛助会入会のお願い
・春季例祭 4 月 23 日 14：00～
〇濃飛グループ次期ガバナー補佐より
・次期会長幹事懇談会のご案内
日 時：5 月 7 日（土）11：00～
会 場：シティホテル美濃加茂
登録料：10,000 円
〇高山ロータリークラブより
・例会変更について
4/14 定款により休会
4/7・4/21・4/28 例会時間 12：50～13：30
※ビジターの受付はありません
〇下呂ロータリークラブより
・例会開催日変更のお知らせ
月曜日 ➝ 火曜日（2022 年 7 月より）
＜高山市教育委員会事務局より＞
・令和 4 年度「出前講座」担当校について
＜飛騨高山国際協会長より＞
・ウクライナ避難民支援金の受付について
3/29～5/31
※ウクライナ避難民支援金 64,030 円振り込みまし
た。

●職業奉仕委員会 委員長
本日は 4 名の皆さまに
「私
の職業奉仕・私の考える
職業奉仕・ロータリーの
職業奉仕のあり方」につ
いてお話しいただきま
す。

大保木

正博

●会員スピーチ

＜私の職業奉仕＞

長瀬

栄二郎

本日は職業奉仕につい
て、お話させていただ
くお時間をいただきま
した。職業奉仕につい
てお話しする機会を、
実は 6 年前にもいただ
いておりますが、改め
てロータリアンとし
て、自分の理解している職業奉仕とは何であるか、
また、職業奉仕の観点から自分が常日頃どんな理
念で仕事に取り組んでいるのか、お話ししてみた
いと思います。33 歳でロータリーに入ってから気
付けば 48 歳、もう 15 年も高山中央ロータリーで
お世話になっていること、そして自分にあまり進
歩がないことに、我ながら驚いています。入会させ
ていただいた時から、勝手に思い込んで共感して
いる職業奉仕とは、自分が自らの仕事に全力で打
ち込むことが、職業奉仕であるということです。一
生懸命に仕事に取り組んだ結果が、社会への一助
となり、雇用を生み出し、関わる皆さんに還元され、
社会全体への奉仕につながるという理解です。そ
して、同じ思いで、懸命に自らの仕事に取り組む皆
さんが集まり、励ましあうことのできる場所がロ
ータリークラブであると理解しています。私自身
の仕事は不動産やですが、現在は、社会的な情勢が
変わってきていると実感しています。戦後の住宅
不足や、経済が右肩上がりであった時代とは違う。
人口減少が進み、地方では不動産価値を維持する
ことが難しくなってきています。そして、持って歩
くことのできない不動産は、グローバル経済のな
かで究極のローカルであって、私はこの地で、不動
産屋として自分たちにできることを追求していか
なくてはなりません。飛騨高山という、この地の魅
力、文化を継承しながら、あわせて、この地が維持
され、活性を失わないために、自分の仕事を通じて、
働くことのできる場所を生み出していくような努
力をしていかなくてはならないと考えています。
飛騨高山の地にいるからこそできたご縁を、不動
産に関係なく広げていくことも積極的に取り組ん
でいきたいと考えています。そして、職業奉仕とし
てやはり企業は存続し、発展していくことも大切
な使命であると考えます。現在は創業 62 年、100
周年へ向けて、焦ることなく、しっかり地に足をつ
けて成長していきたいと考えています。職業を通
じた自らの努力が、社会の一助になることができ
たら、これが一番の職業奉仕かなと考えておりま
す。
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＜わたしの考える職業奉仕とは？＞
鶯塚

英雄

〇「最もよく奉仕（サー
ビス）する若者も多く報
われる」～「最良奉仕の
最多果報」
One Profits most who
serves best
アーサー・F・シェルドン
〇「超我の奉仕（サービス）
」Service above self
フランク・コリンズ
を引用して様々な方がさまざまな職業奉仕観をの
べてきています。また、ロータリーの奉仕の理想に
はロータリークラブは、
「利他の心を養い、人を育
てるとともに、献身的な奉仕活動を行う」世界的な
団体。
「他を思いやり、助け合い、他人の役に立つ
行いをしよう」を理念に人道的な奉仕を行い、あら
ゆる職業において高い道徳基準を守り、世界の親
善と平和の確立への寄与を目指す人々（ロータリ
アン）が参画している。とあります。基本的にこの
ような理念を強く持って実践し、地域社会に認知
されるよう努力していくことに尽きると思います。
個人的には、自分の職業に矜持を持ち、しっかり働
き、足元を固め、職業を通じて地域社会に物心両面
にわたって貢献していくことと考えています。歯
科医師として職業奉仕の一つとして情報提供があ
りますが、今日はスメルハラスメント（口臭により
人に不快感を与えること）についてお話します。今
日、コロナ禍でのマスクの着用で気づきにくいの
ですが、マスクをしない家庭や職場等で知らない
うちに家族や友人にいやな思いをさせていません
か？口臭は自分では気づきにくいものです。口臭
の主な原因は歯周病菌です。皆さんもご自分の口
には関心をもちスメハラには注意しましょう。職
業奉仕は爽やかな口と笑顔でお願いします。

＜精神科医としての職業奉仕＞
益田

大輔

元気ですか？！
精神的に。
須田病院精神科医の益
田大輔です。本日は精神
科医の職業奉仕とは何
かについて考えたいと
思います。今から 100 年
ほど前に活躍した日本
の精神医療の父といわれる呉周三先生の言葉に
「二重の不幸」というものがあります。
「我が国十
何万の精神病者はこの病を受けたるのほかに、こ

の国に生まれたるの不幸を重ぬるものというべし」
つまり、精神病に罹ってしまった不幸と、日本で生
まれたことの不幸があるというのです。当時の日
本は治療よりも治安を優先し、精神病者は私宅監
置（座敷牢）での対応が主だったのです。その後の
日本の精神医療の歴史は差別や偏見の歴史（ステ
ィグマ）でもあり、精神を病むこと自体を恥と考え
たり、受診・入院することを口外しがたい現実があ
ります。次期 RI 会長ジョーンズさんの理念として、
DEI（diversity equality inclusion）があります
が、多様性の受容や公平性の担保、社会的包摂は精
神病者においても永らくの課題です。かつて、一億
総活躍社会と言われた際も、障害者の活躍までの
社会の醸成は進まず、今の SDG’s の理念である「誰
一人取り残さない、みんなで課題を解決する」に関
しても、
「みんなの中に私はいない」層があり、ま
さに精神病者に対するスティグマは根強いのです。
さて、精神科ではインペアメント/ディスアビリテ
ィの考え方があります。両方とも「障害」と訳しま
すが、インペアメントはその人の「身体の中の障害」
（脳性麻痺、全盲、聾唖など）、ディスアビリティ
は「その人と社会や環境のあいだにある障害」の
「ことです。例えば、脳性麻痺で車いすの方が階段
を上れない場合、インペアメントは脳性麻痺なの
で、リハビリを頑張って立てるようになり、歩ける
ようになり、階段を克服する流れですが、ディスア
ビリティは車いすと階段の関係性なので、エレベ
ーターを設置すれば解決するのです。精神科、心療
内科の現場は概ねディスアビリティの問題が多く、
例えば不登校で学校のことを考えるとお腹が痛い
場合、それは本人と学校のあいだにある障害なの
で、病院で検査して胃薬を飲めば学校に行けると
いうものではないのです。そういう意味で、ディス
アビリティを緩めることが職業奉仕とも言えます
が、対象が社会なので容易ではありません。精神医
療は社会学的な側面があり、社会の変化に大きく
影響を受けます。かつて 2000 年代にうつ病が 10
年で 10 倍になり、「自殺者も年間 3 万人超えてい
ましたが、当時は新自由主義の全盛であり、新自由
主義は「小さな政府」と「自己責任」を推進したた
め、社会とのディスアビリティを、自己責任論に基
づき「お前が悪い、甘えるな」とインペアメント化
したことが影響していると考えています。以上よ
り、精神科医のロータリアンとしての職業奉仕は、
多様性を受容し、公平性を担保し、社会的包摂に繋
がるよう運動し、ディスアビリティの緩和に向け
て精神医療に邁進することと考えています。現場
からは以上です。
※YouTube 始めました♬
精神科医と時の小部屋 益田大輔「元気です
か！？精神的に」チャンネル登録宜しくです。
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＜職業奉仕について＞

足立

常孝

本日のスピーチテーマ
は「職業奉仕について」
ですが、私が一番お世
話になった剱田さんの
生きざまについて、会
員諸兄にお話しさせて
いただきます。
「なぜ 2 回もガバナーができたのか？」が本日の
テーマです。私と剱田さんのお付き合いは、保育園
から、大学卒業まで一緒です。保育園へ入園した歳
は、同級生でしたが大学を卒業する時は、2 歳剱田
さんが先輩でした。保育園に 5 歳で入園したとす
ると、65 年間のお付き合いです。JC には、15 年間
在籍して 40 歳の卒業で当クラブに入会させていた
だき、30 年が経過しました。JC に入会する動機も、
RC に入会する動機もすべて剱田先輩です。打つ、
買う、飲むのもの遊びもすべて剱田さんの手解き
で学びました。裕福な家庭で育ち、健康優良児で、
県下の中学生相撲大会で、優勝。異性関係は、晩熟
な生徒時代を過ごし、高校は、名古屋の男子校に入
学し、親元離れて異性に興味を持ち掛け、頭は 7：
3 にきめてメンズショップ VAN のモデルの様な伊
達男過ごされて、私が訪ねて行くと「お前みたいな
田舎者、そばに来るな。
」みたいな顔をされた思い
出があります。JC 生活で、
「足立よ、日本 JC に出
向したり、理事長になったりは、するなよ。」
「仕事
を疎かに、しがちになるでな。
」
「仕事が一番大切や
でな。
」と何時も聞かされました。当時の剱田さん
の生活は、
「月月火水木金金」の休みの無い仕事人
間でした。そのような生活が 20 年程続きました。
お盆・正月ぐらいしか、飲み屋に行かない、その 20
年の我慢とその労働対価が、2 回もガバナーができ
たんだと、私は確信しています。この 20 年間で、
自分の過失で火災をおこして、全身火傷をして顔
中は包帯を巻いて JC の例会に事故当日出席された
事がありました。「この先輩は、ただ者でないな」
とその時も思いました。健康にも恵まれて、財力も
努力で掴まれた、ただ者でない人だから、2 回もガ
バナーをされました。クラブの逸材であられると
思います。

＜ニコニコＢＯＸ＞
本日は 4 名のスピーカーの皆様、よろしくお
願い致します。
大保木 正博
昨日、米山記念奨学委員会のカウンセラー研
修会に出席してきました。当クラブの奨学生
は岐阜大学在学の魏藍天さんです。5 月の例
会に来て頂く予定ですのでよろしくお願い致
します。
清水 幸平
近頃、妻の機嫌がいいと思ったら、当クラブ
より誕生日のお花を頂いたようで、ありがと
うございました。少しでも長く妻の上機嫌が
保たれますように祈っております。
高原 清人
結婚記念日と誕生祝いを頂きましたのでニ
コニコへ。
岩本 正樹
本日 23 回目の結婚記念日を迎えることが出
来ましたのでニコニコへ。
下田 徳彦
3 月妻の誕生日のお花。4 月結婚記念日のお
祝い。ありがとうございました。 中田 学
前回、誕生日のお祝いを。我が家夫婦は仲が
良いので 2 人とも 3 月生まれの為、2 つ頂き
ありがとうございました。しかし、当地区は
コロナが小中学生を中心に拡散しております
ので、ご注意してお過ごし下さい。
久々野 國良
この春より娘が社会人となり、研修を終え本
日配属先へ初出勤となりました。朝早くより
お弁当を作っていました。新社会人として頑
張ってほしいです。という事でニコニコへ。
小出 貴博
先週は欠席ですいませんでした。今日は令和
4 年 4 月 4 日に今気づきました。最近は、パ
ソコンでカルテを記入するので日付は自動な
のでダメなんだと思います。誕生日お祝いあ
りがとうございます。巨人軍絶好調でうれし
いのでニコニコへ。
高木 純
本日早退します。

二木

公太郎

