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『常に心して、
　　歩いた後に
　　　平和の花を
　　 咲かせましょう』

Always Remember in Your Heart

To Nourish the Flowers of Peace 

on Your Passing

ビチヤイ・ラタクル
2002－03年度国際ロータリー会長

丸岡ロータリークラブ会報
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本日の例会

第　　　回　例会

次の例会案内

第　　　回　例会
年　　月　　日（　）年　　月　　日（　）

－先週の例会（　　　　）報告－　　　　年  　月  　日（　）　開会点鐘

　本クラブの各会員はクラブ例会に出席しなければならない。会
員は、本クラブの例会に出席したものとみなされるには、例会に
充当された時間の少なくとも60パーセントに出席するか、または、
次のような方法で欠席をメークアップしなければならない。
　本クラブの例会に定例の時の前14日または後14日以内に、他の
ロータリー・クラブまたは仮クラブの例会に充当された時間の少
なくとも60パーセントに出席すること。

㈰　ロータリー年度の各半期間において、メークアップを含むクラブ例会
　出席率が少なくとも60パーセントに達していなければならない。
㈪　ロータリー年度の各半期間に開かれた所属クラブの例会総数のうち少
　なくともその30パーセントに出席しなければならない。
㈫　連続 4 回例会に出席せず、またメークアップもしていない場合、自動
　的に終結するものとする。

例会日
　/　

会員数
当　　日
出席者数 出席率Make up

出席報告

水 平成  15 6 11 水

1246
平成  15  6
1245

第1244回 平成 15 5 30 水 12：30

「それでこそロータリー」

  4   23

1240回
　例会

42 35 2 92.50％

北昭宏職業奉仕委員長
本日は大勢ご参加頂き、ありがとうござ
います。特に今回は野尻会員にお世話に
なりスケジュール等、彼の指示に従いな
がら見学して頂きたいと思います。

1244号

 4

三国ロータリークラブの皆さん今日は。
日頃は先輩クラブとしてご指導賜りあり
がとうございます。今日はまたホストを
お願いし何かと気配りを戴きありがとう
ございます。三国クラブの皆さんは慈愛
の種を沢山お持ちと思います。そしてこ
の種を 1 年間地域にまいて来られたと思
います。私達も一生懸命頑張りますので
これからもよろしくお願い致します。
本日の人生訓「四海皆茶人」
心穏やかならば四海穏やかなように一碗
の茶を喫すれば、世の人皆が同朋であり
茶人である。おおらかにして、しかしは
なはだ高い心境である。
四海同一家　万口同一舌

6/3, 24（火）福井南…会場臨時変更のため
6/24（火）武生…夜間例会開催のため
6/26（木）武生府中…夜間例会開催のため

　

　

　

　三国ＲＣ会長 木戸保夫様、〃幹事 丸井一成様
　小見山会長、石橋幹事、藤本君、林田数一君、林田千之君
　東君、川端君、川中君、北勇一君、前田君、前川君
　増澤君、中田君、中島君、西野君、野尻君、奥村君
　澤田君、下田君
　　本君　　島君
　山岸君、山下君
　横山君、吉川君

本日0件　　　　計  8,000円
本年度累計　 　 268,000円

本日0件  　       計  7,000円
本年度累計　　  209,000円

本日0件　    　  計         0円
本年度累計　 　　 60,000円

本日の合計　　　　   58,000円
前回迄の合計　　1,631,000円
本日迄の累計　　1,689,000円
前年度との比較   1,876,000円

職業奉仕、社会奉仕、
国際奉仕委員会

年度を振り返って「 」

クラブ奉仕委員会

年度を振り返って「 」

こんにちは。今日は丸岡・三国のロータリークラブの会
合に参加させていただきましたこと、大変光栄に思って
おります。
私は講演というより審議に対しての、行動いうか審議に
対しての嫌味というか、それだけしか頭にないんです。
24年間、関係機関に陳情嘆願いたしましたが一向に取り
上げていただけなかった、ということが頭から離れない
んです。
かいつまんで言いますけれども、昭和53年 7 月 7 日に息
子達が突然行方不明になりまして、警察にすぐに届けま
して「うちらの子は、そんな自分の意志で行く子ではな
いんや」と。だから再調査をしようということを、もう
20年間それを警察に陳情しましたが、全然受け止めてく
れず、北朝鮮ということが 3 年目にはっきりしましたけ
れども、警察行っても「こんな証拠もないのに調べられ
るか」と。

24年目に世論のおかげで小泉総理が日朝会談した。結果、
北朝鮮が拉致をしたという事を認めて、やっとの思いで
24年ぶりに 5 人の者を返してもろたというのが私が、24
年間もちろん真剣に自分の息子らがそんな自分の意志で
出とらんのでないかな、どっか行っとるという信念で私
は皆さんにずっと署名活動をし、お願いをしてきました
結果、皆さんの日本中の世論のおかげで子供が 5 人の帰
国者として返していただけたということは、皆さんの世
論のおかげやと思ってるんです。帰ってきた当座はタラ
ップを降りたときは、大変栄養失調の状態でダブダブの
服で、あたりを気遣うような、その大変な気疲れをした
ような表情をしておりましたけれども、富貴ちゃんの方

は自分の兄弟が大勢空港へ迎えに来てる顔を見たんで嬉
して笑ろたと、言うて、内心はビクビクやったんやとい
うことを帰ってきてから聞きましたけれども。

まあ私はこんな“講演”というような話はようせんので
すけど、こういうような話で、今は大変 2 人が幸せそう
な顔をし、就職も決まって、朝は「行ってきます」、帰
ってくっと「帰りました」と言うて、私はそれまで24年
間、保志が行方不明になってから 1 年半目に私の家内が
心労のために倒れまして、寝たきりになってましたもん
やから、家内の世話と県下を回る署名の時にはそういう
施設に預けまして、どんなことがあっても常々帰して欲
しいという信念で、これは親が子供を助けるためには、
私はたまたまこういう事件に巡り合わせたことでありま
すけれども、あってはならんことですが、皆さんも子供
がそういうことになったら必ず私のようなことをしたや
ろうと、私は思っております。これは親の務めやと思っ
ております。新幹線に乗ってても反対側の汽車から手を
振ってくれるようなことで、恥ずかしいようなことで、
なんでこんなこと皆言うてくれるんやろうなと、このよ
うな具合に思うとります。あまり皆さん「テレビに出て
る地村さん」とか言うておだてていただけるんで（笑）。
私、なんか穴があったら入りたいと思うとるんです。

どうか、これからさきまだまだ特定不明者の人も100人近
い人が北朝鮮に関係した人がおります。その人らのため
にも、皆さんの力をお借りしたいと思いますんで、どう
かよろしくお願いいたします。

長文のため割愛させていただきました。ご了承下さい。

（武生府中）坂下弥憲
（三国）出口隆弘、半澤政丈、村田秀行
　　　　笹岡一彦、下迫吉

（5/28）

高

［来信］

ガバナー事務所より…

　　＊ガバナー原稿依頼（会長宛）
　　＊「新世代のための会議」
　　　　　　　報告書提出について
　　＊カンボジアミッション感想文
　　＊ＲＹＬＡ修了証

ガバナーエレクト事務所…

　　＊地区大会事務局開設
　　　〒610-0111　城陽市富野久保田1-1
　　　　城陽産業会館
　　　  （城陽ロータリークラブ内）
　　　　ＴＥＬ  0774-54-2917
　　　　ＦＡＸ  0774-52-6769
　　　 E-mail  rc2650@au7.mopera.ne.jp

三国ＲＣより…

　　＊2003～’04年度「はぐるま会」案内
　　＊第6回福井県下ＲＣ親睦
　　　　　　　　軟式野球大会案内

福井ＲＣより…

　　＊少年防犯隊の発足について

メーキャップ…＊池田君（三国 5/30）

地村　保さん

高高

シ    カイ  ミナ  チャ  ジン
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