
 

 

 

 

 

 

 

 

★ 会長の時間 木下彰則副会長 

              職業奉仕の概念について 

             先月は、職業奉仕月間でした。 

              最近、職業奉仕は難しいとか、職業奉仕は解らないと言うことをよく耳に致し 

             ます。 

             元来、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、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、色々と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
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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。 

 なお、優良従業員の表彰は、社会奉仕委員会が行なわなければならないものではなく、職業奉仕委員会が行

っても、会長が行ってもよいのであります。 

 

◆◆◆   幹事報告  ◆◆◆ 

 

１ ガバナー事務所より  地区大会の宿泊について 

    盛岡グランドホテル満室の為、盛岡グランドホテルアネックスにて予約賜りますとの事 

 

２ 米山記念奨学会より ﾊ ｲ ﾗ ｲ ﾄ よ ね や ま ２２７号が届いています。  

  《今月のピックアップ記事》 

   昨年 12 月 16 日、ホーチミンの米山学友グループが第 16 回奉仕活動を実施しました。 

   2 年ぶりにホーチミン市内の視覚障がい者福祉施設を訪問奉仕活動を実施、寄付金約 3 万円のほか、調 

   理器具やシャンプーなどの日用品を寄贈しました。 

 

 

                 ◆◆◆ 委員会報告  ◆◆◆ 

 

 

 

 

 

 

★ 熊谷雅也 R財団小委員長 

  何人かの方にお声がけさせて頂いておりますが、本年度も財団への寄付を募っております。 

 ご協力頂ける方は、２０日を目度に事務局へお届けいただきますようお願い致します。 

 

★ 鈴木秀樹会員 

２月２１日の例会は、三遊亭楽大さんの講話となっております。 

 １８時３０分から楽大さんを囲む会を開きたいと思います。 

 詳細は後ほど FAXにてお流ししますので多くの皆様の参加お願い致します。 

 

★ 藤丸数子青少年奉仕委員長 

２月２３日は「味どころ休石」さんに於いて、IAC生の三年生を送る会となっております。 

参加ご協力お願い致します。 

    

 

 

 

 

 



               ◆◆◆   本日のプログラム  ◆◆◆ 

                 ミーティング報告 ： ILC について 

  

★ 第１班 出席者：発表 齊藤俊明 班長 志田成樹 水野賢一 船砥俊昭 藤澤和也 

         ２月１２日（火）１８時３０分～ 於 神菜月 

            トップレベルの方のお話を聞いたが、理解しにくい         

            電子と陽電子を光の速さで衝突させ、宇宙の誕生を探るもの 

            茨城に円形で小型のものがある 

            これを設置したドイツのケルンの町は、素晴らしく発展している 

            安倍総理は、「東北の復興無くして日本の復興なし」と言っているので ILCの誘致は  

            成功させてほしい。  （配布したパンフレット参照） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

     

★ 第２班 出席者：発表 山口康文 班長代理 佐藤 良 田邊茂昭 三田地大悟 三浦和士 藤原太伸  

         ２月８日（金）１８時３０分～ 於 あらき  

        ＩＬＣ 国際リニアコライダーとは？  

          日経サイエンス（昭和４２発刊 物理・科学・生命・自然がテーマ）を愛読してい 

         る山口が６年前の西ＲＣ例会、会長の時間に「ヒッグス粒子」についてお話しをした 

         経緯がある。ＩＬＣの候補地は、二つの地域（九州北部 背振山地と岩手北上山地） 

         だったが、その後、平成２６年９月に岩手北上山地に決定した。  

・この１年前、以前からお付き合いのある方々と平成２５年「ＩＬＣの研究会」を立ち上げた。 

 メンバーは、日本造船工業会（１７社）から、三菱重工業、川崎重工業、住友重機械工業、ＩＨＩ石川島播 

 磨重機械 日立造船  以上、５社、５名で。 

 ＯＢの方々（元副社長・専務・役員、ヨーロッパ地区元リーダー）と私、山口  計 ６名。 

 年齢、私以外は、昭和６年～８年生まれ、現在、８５歳～８７歳、皆、世界を知り、政界とのパイプを持つ、 

 超ベテランの人たち。  

 上記の会社は造船だけでなく、重機械・環境機械・ゴミ処理場・下水処理場・宇宙・飛行機・エンジン・ 

  駆逐艦・鉄道車両・モーターバイクなど 世界にエリアを持っている。 

  そして、掘削重機械は、国内外のトンネル工事に使用されている。これまで上記企業が造船した船舶は、「飛  

 鳥、飛鳥Ⅱ、ぱしふぃっくびーなす」など、客船寄港など大船渡との繋がりが深く、５名は、三陸沿岸の地 

 形を熟知している。 毎回の会議は、港区虎ノ門、「日本造船工業会」ミーティングルームで開催した。 

 これまで５冊にまとめ、発行済み。初版は、１７年１０月、まえがきを山口が担当    

 メンバーのうち５名は、世界の航路に精通しており、宮古湾、釜石湾、大船渡湾、気仙沼湾をよく知り、国内  



 の船会社、国際航路、国内輸送船、積載量も熟知している。 

・この工事が始まれば、大量の関連機器がヨーロッパから日本に輸送される。ヨーロッパから北上山地への最 

 短航路を選択、三陸沿岸の中から大船渡湾が最良とした。航路は、ロシア航路。理由は、インド洋航路より、 

 ３～４日到着が早いので輸送コストが大幅に違う。 などから、北上山地への最短港は、大船渡と決定した。 

 赤崎永浜地区をストックヤードとして利用するのがベスト。機器のロング資材搬送を考慮して、一般道路で 

 の車両テスト走行を関係機関に提案した。 

・ヨーロッパ ジュネーブ・セレンについて １９５４年発足 年間予算１，０００億円 職員２，５００人    

 他に関係者、観光者の来訪など大多数これに関わった日本企業は、古河電工・新日本製鉄・東芝・IＨＩ・ソ 

 ニー・川重・クラレ・など日本の電子機器メーカー、多数であった。 

 

 これから延びる業種は、建設・宿泊・飲食・観光・通信・鉄道・船・燃料・輸送など 大多数 オリンピッ

クとの関連は、決定後 観光・飲食・宿泊など岩手に大きなプラス。 以上です                                   

 

★ 第３班 出席者：発表 藤丸数子 班長 紀室綾子 山口 徹 鈴木秀樹 新沼達央 

         ２月８日（金）於 泰州 

            班長の紀室さんが資料を持ってきてくださったので、その資料を見ながら話し合い 

           をしたのですが、正直雲を掴むような話でよく分かっていないということが分かりま 

           した。ただ、自分たちの世代だけではなく次の世代にとってどうなのかということや、 

           自然災害による事故が心配というような話も出ました。 

            それぞれ持ち帰り、メリット・デメリット等を考えてみようということにし、みな 

           さんから出してもらったものをまとめました。 

まず、メリットです。 

 １．建設資材の輸送等にあたり、大船渡が港湾基地として活躍が期待できる。 

 ２．インフラの整備が進み、地域の活性化につながる。 

 ３．人口増加、雇用の増大等が期待できる。 

 ４．身近な場所に国際都市ができ、最先端の科学に触れることができる。 

２～４については、大船渡だけではなく、東北全体に言えることかもしれません。 

つぎにデメリットというか、不安要素になるでしょうか。 

 １．環境破壊、放射線汚染等の心配はないのか。 

 ２．研究が終わった後の施設をどうするのか。 

   （現在の計画では建設に１０年、研究に２０年の計３０年間となっているようです。） 

 ３．建設、研究等にかかる多額の費用に対して、どれだけの効果を見込めるのか。 

   また、費用負担が自分たちにどの程度関わってくるのかよく分からない。 

  ４．専門的過ぎて、地元の人たちが関わっていけないのではないか。     などが考えられます。 

 これから建設されて稼働する施設になるので、私たちというよりは、私たちの子供、孫の世代にとってどの

ようなものになっていくのかを考えながら取り組んでいくことが大切なのではないかと思います。 

 また、私の出身地であり、ILCに力を入れている一関市のホームページを調べてみたところ、ILC専用のペー

ジがありました。一関市では ILC ニュースというものを平成２４年から発行しているほか、様々な情報を発信

しているようです。 

その中から得た即席の知識になりますが、少しお話をしたいと思います。 

そもそも ILC とは何の略かということですが、国際リニアｺライダーの略で、リニアは「直線」、コライダーは

「衝突加速器」の意味だそうです。ヨーロッパには円形の衝突加速器があるそうですが、直線のものはまだど

こにもないということです。その施設を岩手県南部から宮城県北部にかけて建設しようということになります。 

この施設は全長２０～５０km の地下トンネルで、その中で電子と陽電子と呼ばれるものを衝突させて宇宙創生



の謎、時間と空間の謎、質量の謎に迫るものだそうです。話が壮大過ぎて正直よくわかりませんが、この施設

は世界に１つだけ造る計画だそうです。 

ちなみに、衝突地点となる予定の場所は私の実家のすぐそばにあります。 

岩手県では平成３年あたりから水面下で動き始めていたそうで、一関市の勝部市長は県職員時代から関わって

いたようです。実は３０年近く前から動き出していた計画なんですね。 

 あと、新沼さんの甥御さんが東京大学で助教授をされているそうで、その方が ILC の研究が進むとどのよう

なことになっていくかということを簡単にまとめてくれたものをご紹介します。簡単にと言いましたが、内容

は難しく、理解しきれなかったので、質問はご遠慮願います。 

ILCの施設が完成すると「ヒッグス粒子」を沢山つくれるようになる。 

そうなると「ヒッグス粒子」の性質を詳しく調べることが出来る。 

※ヒッグス粒子･･物質に質量をもたせる粒子 ➠ 雪にたとえると判りやすい。  

  雪に接することなく鳥は質量をもたない 

  スキーですべれば、摩擦もすくなくスムーズに移動出来る。 

  スノーブーツをはいて歩くと抵抗も大きくなっていく。  

  この抵抗力を質量に置き換えると判りやすい。 

  実際、光（鳥）は、ヒッグス粒子（雪）の影響を受けずに質量をもたない。 

この研究で、 

 ①自然界に存在する 4種類の力の中で、なぜか重力だけが極端に小さい理由 

     ✤ 自然界の４つの力 ➠ 重力、電磁力、弱い力、強い力 

 ②物質はたくさんあるのに反物質が無い理由 

 ③光では見えないダークマターの正体や、宇宙の加速膨張を説明するダークエネルギーの正体などがわかる 

  かもしれない。 

 

宇宙はだんだん大きくなっていることは判っているが、なぜかは判っていない。 

普通は、重力があるから、だんだんお互いは引き合い小さくなるはず。ILCではその謎にも迫れる。 

 ちなみに、ダークマター、ダークエネルギーとは何なのかと思い、調べてみました。 

ダークマターは未知の物質、ダークエネルギーは正体不明のものだそうです。 

宇宙のすべての中で、わかっている物質は５％、２７％はダークマター、６８％がダークエネルギーとなって

いるようです。難しいです… 

 最後になりますが、これからもっと ILC について理解を深め、大船渡のために何ができるのかを考えていく

ことが必要ではないかと思いました。 

 

★ 第４班 出席者：発表・班長 菅野嘉洋 木下彰則 鈴木信男 濱守豊秋 上野哲 新沼福三 

             ２月１２日（火）１８時３０分～ 於 楽食酒家 ふう 

             定刻通りミーティングが開催され、論議した内容は ILCに限らず、大船渡の観光、 

            物産等についてまで拡がり、参加各人から多くの活発な意見が発表されました。 

             ・ILCが誘致された場合において、港湾も重要な拠点となるが、大船渡港は取り残 

              されている感じがする。あるパンフレットでは釜石港・宮古港は取り上げられ 

              ているのに大船渡港は取り上げられていない。港湾の整備と内陸への道路の整 

              備が必要ではないか。 

 ・誘致が決定した場合、大きな経済効果が見込まれるので誘致の方向に進んでほしい。 

 ・施設の建設が始まれば大量の人手が必要となってくるので、それだけでも大きな経済効果になるのでは 

  ないか。しかし、それによって逆に他の分野で人手不足という問題も生じるのではないか。 

 ・ILCの科学的成果として、医学の分野の進歩や核廃棄物の処理への効果も見込まれるそうなので期待したい。 



 ・建設費、運営費に巨額の費用が必要となるそうだし、地域の負担もでてくると思うが、実際採算はとれる 

  のか？ 

 ・ILCが誘致された場合、地域のどこかに金が落ちるのは確実であり、狭い範囲で見た場合はマイナスだった 

   としても、地域全体でみればプラスになる部分が大きいのでは。 

 ・人が集まればそれだけで大きな経済効果が生まれる。給食業界は大きな恩恵を受けるのではないか。 

 ・スイスの研究施設では観光にも大きな成果があったとのことであり、この地域でも同様な効果が見込まれる 

   のではないか。 

 ・大船渡でも観光の目玉となるものを作って、観光客を多く呼び込む体制を作りたい。 

 ・早採りわかめのしゃぶしゃぶはどうか？茶色の海藻が鮮やかな緑色になるのはインパクトがあるし、風味も  

   なかなか都会や内陸では味わえない。沿岸に来たからこそ味わえる、というものがあればいいのではないか。 

等々、様々な意見がありましたが、概ね ILC の誘致の成功、誘致後の経済効果に期待したいという方向でござ

いました。以上で 4班のミーティング報告を終了いたします。ご清聴ありがとうございました。 

 

      (菅野会員の発表は時間の都合上行われませんでしたが、掲載させて頂きました。) 

 


