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会長報

今日は

佐増田善

は我々に

点鐘はｶ

います、

午前中に

で懇談を

て色々と

せて頂き

け残って

宜しくお

幹事報
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今回例会   第１３０７回 

   平成１６年１０月６日（水） 

外部卓話 （米山月間） 

 米山奨学生 周 季平君 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

月曜日 火曜日 水曜日 

福井東 

敦賀西 

福井厚生年金

サンピア敦賀

PM:7：00開始

PM6:00開始

福井南 

勝 山 

武 生 

若 狭 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ 

繊協ﾋﾞﾙ 8F

市民活動ｾﾝﾀｰ

武生商工会館

小浜商工会議所

ﾜ ｼ ﾝ ﾄ ﾝ ﾎ ﾃ ﾙ

福井北

敦 賀

鯖江北

丸 岡

 

ﾜ ｼ ﾝ ﾄ ﾝ ﾎ ﾃ ﾙ

北陸銀行敦賀支店

神明公民館

JA 花咲ふくい丸岡支店

福 井

武生府

 

ｸﾗﾌ  ゙  

日 

今日のﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ  

 「 君が代 」 

「 四つのテスト 」  

 

 

 

    

告    （9/22） 

。国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2650 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ神谷保男様、ｶﾞﾊﾞﾅｰ補

宏様、幹事長刀根荘兵衛様、をお迎えしております。今日

とって大変重要な日です。今日、使っていますﾌﾞﾛﾝｽﾞの

ﾞﾊﾞﾅｰがお持ちいただいた国際ﾛｰﾀﾘｰｴｽﾃｽ会長も使って

１００周年を記念する点鐘を使わせていただいています。 

はｶﾞﾊﾞﾅｰ・ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐・と会長、会長ｴﾚｸﾄ、幹事、副会長

させていただきました。我々のｸﾗﾌﾞの運営の仕方につい

ご指導をいただきました。食事のあとｶﾞﾊﾞﾅｰｱﾄﾞﾚｽ受けさ

ます。そのあとのｸﾗﾌﾞ協議会も一般の会員の方も出来るだ

いただき、色々と参考になる話もあると思います。今日は

願い致します。 

告   【  来 信 】     １０月６日まで分  

ｰより公式訪問のお礼状 

ｰｴﾚｸﾄ事務所開設のお知らせ 

地：京都市下京区東洞院通塩小路下ﾙ  

京都ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾃﾙ３Ｆ 360･362号室 

 Ｌ：０７５－３７１－２６５０ ＦＡＸ ０７５－３７１－２６５１ 

ail  : rid2650_101@isis.oocn.ne.jp 

   当事務所は2005年7月１日よりｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所になります。 

にゴルフ同好会のｺﾝﾍﾟを開催しました。退会された方も2名参加して

く過ごしました。 

大会の出席案内 10月8日までに 

出欠返事を下さい。 

神谷ｶﾞﾊﾞﾅｰより 

ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ・ﾎﾟー ﾙ・ﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰ・ﾋﾟﾝ 

を戴く髙嶋幹事 

 

本日の合計

本日迄の累計  

56

円

 

ロータリー財団特

藤本・林田（数）・金

6,000円・・・本年度

ﾍﾞﾈﾌｧｸﾀｰ協力会

米山記念奨学会特

藤本・林田（数）・石

計18,000円・・本年度

ニコニコ箱･･･（AB

神谷ｶﾞﾊﾞﾅｰ・刀根幹

藤本・林田（数）・林田

田・前川・中田・中島

山田・横山・吉川 

本 日 の 合計

本日迄の累計

 

情報委員 会 小見

９/18地区情報委員会

おいて新会員のオリ

員の方は必ず出席を

情報マニュアルの改

ータリアンとしての勉

 

 

 

 

       

 

 

 

                

 

     

  次回例会   第１３０８回 

   平成１６年１０月１３日（水） 

 

職業奉仕月間にちなんで 

       山岸 功 地区委員 
木曜日 金曜日 

中

ﾕ ｱ ｰ ｽ ﾞ ﾎ ﾃ ﾙ 

JA 越前たけふ 

福井西 

三 国 

大 野 

鯖 江 

あじさい 

ｸ ﾞ ﾗ ﾝ ﾄ ﾘ ｱ

三国観光ﾎﾃﾙ 

リブレ 4F 

鯖江商工会館

ﾘﾊﾞｰｼﾞｭ ｱｹﾎﾞﾉ

          

73,000円   

9,000

 

前年度との

比較 

557,000円

別寄付（個人寄付）・・・（ABC順・敬称略）  

・小見山・前田・下田・髙嶋 （本日計7件、計

累計70，000円） 

  北・石橋（累計 22,000円） 

別寄付（個人寄付）・・・（ABC順・敬称略）  

橋・金・北・小見山・前田・下田・髙嶋 （本日計９件、

累計96,000円） 

C順・敬称略） 

事長・増田補佐 

（恒）・東・本田・池田・石橋・金・北・小見山・前

・中山・野尻・奥村・澤田・下田・髙嶋・竹澤・釣部・ 

73,000円   

 569,000円 前年度との比較 557,000円

山委員より 

にて１１月２０－２１日に行なわれる地区大会に

エンテーションが行なわれますので3年未満の会

お願い致します。 

訂版が11月末に発行されますので届き次第、ロ

強を例会の中でしていきたいと思います。 



神谷ガバナーアドレス （１） 

皆さんこんにちは！ ご紹介いただきました第２６５０

地区ｶﾞﾊﾞﾅｰの神谷保男でございます。今日は公式訪

問と云うことでお伺い致しました。 

7 月 18 日の福井県北部の水害には義援金を頂きま

して有り難うございます。集計が終わりまして分配の方

法もｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐会、福井県の会長会議にて審議し決

定いたしました。地区内外から８２３万７千円集まり、福

井県に３００万円、被災された方々、水没した福井東Ｒ

Ｃへ１００数万円を渡しました。本当に有り難うございま

した。 

 今年度はﾛｰﾀﾘｰの創立１００周年の年です。今会長

が鳴らした鐘は、１００周年の鐘です。アナハイムで求

めて、太平洋を渡ってきました。公式訪問には持って

廻っています。１００周年をお祝いするという意味とｸﾗﾌﾞ

の連帯感を持ってもらおうと、持って歩いています。 

 今年度のＲＩ会長のグレン・エステスのテーマは『ロー

タリーを祝おう』です。１９０５年にポール・ハリスは３人

の仲間と共に始めたロータリー。１００周年の時を経て

今や１６６ヶ国、３１，７００クラブ、会員数１２１万人と増

強・拡大されています。 

 このことはいかにロータリーの理念・活動の正しさが継

承され諸先輩の方々の功績の賜物だと思います。私た

ちは１００周年を祝うと共にこれからの１００年をどのよう

に進んでいくかを真剣に考える、義務と責任がありま

す。 

 グレン・エステス会長の４つの強調事項があります。

〔１〕意識向上 〔２〕保健体育 〔３〕清い飲み水 〔４〕ロ

ータリーの家族、さらに今年度の１００周年の３大目標と

して (１)会員増強 (２)ロータリー財団  (３)ポリオプラス 

と合わせて７項目あります。７項目のうち５項目は国際

奉仕に関するもの、２項目はロータリー内部へ向けての

ものです。『国際的・人道的奉仕に力を入れてくださ

い。』というエステス会長のお言葉です。世界６２億の人

の中で２０億の人々は読み書きが出来ません。 

 

 

 

貧困に喘ぎ、飢餓状態から毎年亡くなる人が２０００

万人おります。病気になり薬ももらえず飲み水さえなく

泥水を飲んでいる人が１０億人を超えています。毎日６

０００人の子供が飢えと病気の為に死んでいます。紛争

が絶えない為、銃を持って戦争に駆り出されている少

年が３０万人いると云われています。この様なことは日

本という経済大国にとりましては到底想像の出来ないこ

とです。当２６５０地区はこれまでも国際奉仕に力を入

れてまいりました。今年もまた東南アジア国々に出かけ

ていきましてポリオプラスなどのミッションを行なう準備

をしているところです。 

 我々にとってかけがえの無い子供たちに目を移して

見ましょう。年ごとに悪くなっている日本の子供たちが

次第に増えていく現状をどうように思われているのでし

ょうか。東京都立大学の前田教授の統計によると３０年

前は日本の犯罪の成人と少年の割合は１：１でした。現

在は少年の犯罪は成人の１０倍になっております。何と

かしなくてはと思いながら危機感を持っています。近頃、

心の教育といわれています。教職者も親も社会の人達

も責任をとろうとはしません。 

 私たちは今こそ自分の足元を見る時です。ロータリー

は青少年育成問題に取り組む時が来ました。手に負え

ない大きな問題であっても勇気とやる気そして根気で

頑張らねばなりません。青少年は国の未来を左右する

根幹をなすものです。 

 日本の子供たちにとって知識・保健・水は世界で最も

恵まれています。今、大切なことは心の教育だと思いま

す。日本の未来を託す子供たちを清く・正しく育てると

いうことは日本のロータリーにとり大変意義深い大切な

ことです。 

 

 

次回 神谷ｶﾞﾊﾞﾅｰｱﾄﾞﾚｽ（２）とクラブ協議会に

続きます。 

神谷ガバナーアドレス （２） 
ロータリーの原点 

今年度はロータリー創立 100 周年です。 

ロータリーの原点は何かと言う話をします。一昨年の秋、ｶﾞ

ﾊﾞﾅｰに決定した時、何を勉強しようかと考え“ロータリーの友

“を読み返してみようと過去 20 年分の”友“を出し、新しいも



のから古いものへ 240 冊昨年暮れまでに読みました。すると

「ロータリーの原点」は何かということが色々出ていました。 

例えば、「友情こそロータリーの原点」「職業奉仕がロータ

リーの原点」「例会こそがロータリーの原点」とさまざまです。 

 

ロータリーの歴史 

ポール･ハリスは弁護士になりました。シカゴという人心の荒

廃した街に住むことになりました。そこで祖父母に育てられた

バーモントと云う田舎を思い出し、住んでいる人が慎ましく、

心が美しく仲良く、心が通い合っている村人達。 

そんな仲間が欲しいと、3 人の仲間と共にロータリーを作りま

した。 

 そして、30年後1935年（昭和10年）フィリッピン マニラで、

第5回太平洋地域大会に参加した時、日本に寄られました。

横浜・神戸・京都・大阪と慌しく廻りました。これがポール・ハ

リスが日本に来た最初で最後です。 

この時、日本のロータリアンがポール・ハリスに尋ねました。

ロータリーを設立した動機はなんでしょう。と訪ねたところ「そ

れは、ただ寂しかったからです。」と答えました。寂しかったと

いうことはただセンチメンタルではなくて、人間は一人では生

きて行けない。親睦を求める心を必要とする、深い道徳から

くるものです。 

ロータリーが 1905 年に作られました時、ロータリーの目的

は「親睦と相互扶助」でした。そして会員をつのり、1 年がた

った時一人の会員がドナルド･カーターに入会を薦めました。

ところがその様な会には存在の意義も無ければ将来性も無

い。と断られました。 

これを聞いたポール･ハリスは考え親睦と奉仕に変えまし

た。この奉仕ということにｼｶｺﾞｸﾗﾌﾞは猛反対され、奉仕派とそ

うでない派に分かれました。数年後には親睦と奉仕に落ち着

きましたが、今度は親睦が上か奉仕が上かと争われました。

ホール･ハリスの意見で同じ位置に於く事で落ち着くことがで

きたのは、ロータリーが出来て 8年後(1913 年)でした。このあ

と 40 年間ロータリーは飛躍的に大きく発展致しました。 

1945 年（昭和 20 年）ポール･ハリスは「ロータリーへの道」

を書きました。その 1年後に亡くなられました。 

この本には副題が付いていて「ある少年の物語 バーモン

トの田舎 そしてロータリーの道」と書かれています。 

自分が育てられた少年時代の村人の暖かさ、寛大な心、

友情に厚く、人種・宗教に差別しない心が少年時代のこころ

でした。この少年時代の心が原点となり親睦を求める心となり

やがてロータリーを創設して親睦と相互扶助となり、そして親

睦と奉仕と変わっていきました。 

 『少年のような心』 これがロータリーの原点の更に源になる

のではないでしょうか。 

私は少年のような心を豊かに持っている人が感動する心

人を敬愛する心何かを作り想像する力を呼び起こすものと思いま

す。 

ロータリーの仕事  

夏目漱石が書いた「草枕」の中に山に登りながら考えた。人の世

を作ったものは神でもなければ鬼でもない。向こう三軒、両隣にウロ

ウロするただの人。という有名なくだりがあります。  

 世の中は人間で成り立っています。ロータリーを考えたのもポ

ール･ハリスが思ったものです。 

 先日のロシアのチェチェン紛争のように 3 日間子供に飲まず食

わず水一滴も与えず今度は逃げ出した裸の子供を背中から銃で撃

ちまくるのも人間です。 

 マザー･テレサという人がいます。マケドニア生まれの修道女で

す。この人は 87 歳の生涯終わるまでインドの貧民街で病める人貧

しい人すべてを投げ打って救いました。ノーベル賞も貰いましたが、

それも全部貧しい人達のために使いました。この人も人間です。 

 『人間とはなんでしょう。』と思います。人間には心というものがあり

ます。人は心によってその人なりの価値観が生まれます。その価値

観によってその人は行動を開始します。人を救う価値観、人を銃で

撃つ価値観、価値観いかんです。その元には心があります。その様

な心を善意とか寛容とか奉仕という心に導けるかがどうかが人類平

和への鍵だと思います。その為には人が生まれた時に持っている

利己心と思いやりの心をいかに利他心に導けるかどうかということで

す。これがロータリーの仕事だと思います。人づくりがロータリーの

仕事です。 

優秀なクラブの条件 

クラブ奉仕が一番大切です。 

 ・例会のプログラムが充実している 

 ・会員増強が順調に進んでいる 

 ・クラブの雰囲気が楽しく親睦に富んでいる。 

 ・クラブ会報も充実している。 

・新しい会員の配慮もしている。 

 これ等の仕事はクラブ奉仕委員会の仕事です。この仕事がきちん

とやれて職業奉仕に熱心であり社会奉仕活動に積極的でありそし

て国際奉仕、世界社会奉仕に勤しんでいる。 

 その中でも夫々の地域への活動が重要だと思います。 

地域の中で信頼をされ感謝され尊敬をされるロータリーでなければ

ならないと思います。地域に密着したロータリーでありたいと思いま

す。 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐制度   

 当地区のｶﾞﾊﾞﾅｰは 6 名ですが 3年目に入り今年より 10 名

のｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐に増員いたしました。この 10 名の方が時々皆

様方を訪問します。クラブの実情などの話をお聞きして 2 ヶ

月に１回ｶﾞﾊﾞﾅｰとのﾐｰﾃｨﾝｸﾞを行ない、結果を持って再度訪

問します。会長・幹事・全会員とお話しすることになるかも知

れません。何卒、ご理解とご協力をお願い致します。           


