
                                            
 

  

                                              
 
 
 

 
 
 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

今日のロータリーソング                        
  

『 我等の生業 』 

 
 

藤本会長 挨拶   

      （２／１４） 

此の度林田數一会員のご長男

が１２日ご結婚をされました。拍

手でお祝いを致したいと思いま

す。 

先日の１０日に第２５８０地

区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ佐藤千寿様の「ロータリーの第三の波」－苦悩す

る職業奉仕―という題で職業奉仕講演会を聞いてまいりました。

橋本委員長始め１０人の方が参加され大変ご苦労様でした。又、

１２日には地区の会員増強委員の方がみえて増強の強い要請を

受けてまいりました。奥村委員長が体調を悪くされて代理で林

田千之会員と出席しました。 

丸岡ｸﾗﾌﾞは現在３５名です。当初３６名ですので１名減、純

増１名を目標にしていますので、是非とも、会員が一人を目標

にご紹介をお願いしたいと思います。委員長さんからも後ほど

話がありますが、会長からもよろしくお願いしたいと思います。 

 

水上幹事 報告          
 

※ ハワイロータリー親善訪問日程のお知らせ 

※ 会報 敦賀西 RC 

 

※ ３月２５日（日）小学生オープンバトミントン大会を新世

代委員会主催にて開催します。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

第１４１６回例会 委員会報告 （２月１４日現在） 

出席委員会 

2/14 ビジター受付 福井ﾌｪﾆｯｸｽ 青木完太郎様 福井RC菅原義高様 

          大阪RC 川田達男様 

ロータリー財団特別寄付（個人寄付）・・・（ABC順・敬称

略）  
 藤本・林田（數）・金・中田・下田 

 年次袋完了＝計 24名     （本日6,000円 本年度累計587,000円）  
 

米山記念奨学会（個人寄付） 
藤本・林田（數）・中田・下田 

 年次袋完了＝20名  （本日6,000円 本年度累計424,000円） 
 

ニコニコ箱･･･（ABC順・敬称略） 

藤本――西野さん、橋本さん卓話ご苦労様です。又妻の誕生日を自祝 

橋本――卓話させていただきます。 

林田數―息子が結婚しまして、丸岡 RC より過分なお祝いを頂きました 

金―――先週の卓話面白かったです。今週の卓話期待しています。 

水上――橋本さん、西野さん、卓話ご苦労様です。 

西野――坂井町にようこそ、ありがとうございます。 

下田――大阪歴史博物館のあおもり縄文まほろば展へ行ってきました。 

下村――誕生日を自祝して 

竹澤――かあちゃんの誕生日を自祝して 

釣部――ニコニコ箱に協力いつもありがとうございます。 

山岸――妻の誕生日を自祝 

山下――橋本会員、西野会員本日は卓話ご苦労様です。 

横山――会員卓話ご苦労様です。 

 

 

 

 

※ 会員名札変更の件･･･会

長・幹事会に使用した名札

ケースがありますので、そ

れを利用して次回例会より

名札を変えます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月 例会予定 

７日 外部卓話 今どきの子供達 
松龍寺住職 

 山本信証様

１４日 会員卓話 称念寺の歴史 高尾誠会員 

２１日 休  会 祭日の為休会 

２８日 外部卓話 
最近乱れている 

日本語について 

青少年育成 

澤村龍馬様

会員数 出 席 欠席届有 欠席届無 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 出席率％

35 30 4 1 1 88.57 

本 日 の 合 計 本日迄の累計 前年度との比較

35,000円 1,099,221円 1,294,000円 

今回例会   第１４１７回 

平成１９年２月２１日（水） 

外部卓話 

 女性組織『国際ゾンタクラブとは』 
国際ゾンタ 26 地区エリア２ 

福井ゾンタクラブ  
会長 竹内和代様 

  次回例会   第１４１８回 

 平成１９年２月２８日 

 地区委員卓話 

 

『ロータリー財団について』 

林田數一地区委員 

  １４１７

２月会員誕生日 



 

 
会員増強委員会 林田副委員長 

2/12 福井市で会員増強地

区別会議に出席しました。日本

で８クラブなくなったそうです。

やはり経済的要因が多いそうで

す。会員増強がうまくなされて

いるのは福井北 RC です。前期で

１５名増強されています。会員増強打合せ会が月１回例会後に

します。３年目で花開いたそうです。「継続は力なり」です。 

そして理事会への報告、会員への協力と連携をとって活動をす

れば増強が出来るのではないかと思います。 

※ 定年退職後の職業分類をどうすれば良いか？ 

   元の職業をそのまま使って下さい。（手続要覧より） 

前田会長エレクト  

次年度よりＣＬＰを本格的に導入しま

す。委員会の見直しを含めて特別委員会

を設置します。委員会メンバーを発表し

ます。 

委員長 前田章  副委員長 中田一市 

委 員 野尻会員・竹澤会員・藤本会員 

水上会員・池田会員・下田会員  

 

「ロータリーの友」ポイント解説 
金 雑誌・資料委員長 

P1 バングラデシュのﾑﾊﾏﾄﾞ・ﾕﾇｽ氏の活動を例にとって 

  世界の貧困の現実を見てロータ

リーのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの今後の方針に

ついて述べています。 

P6 世界の各地で活動するﾛｰﾀﾘｱﾝ 
スーダン･･･井戸を掘る  

水がなくて死んでいく子供達を 

助ける為の活動 

モンゴル･･･子宮がん検診 

 モンゴルの女性の４０％が子宮がんであるﾋﾄﾊﾟﾋﾟﾛｰﾏｳｲﾙに

感染している。検診を受診出来る活動を支援しています。 

感動的な話が出ていますので、是非読んで下さい。 

P24 米山奨学金の成立ち、目的、意味、種類がわかり易く書い

てあります。 

P32 地区のたよりークラブもいろいろ 会員増強への取組み 

P16 service は“活動”  community は“地域” 

P20 日本百名山を完登して  

 

≪資 料≫ 職業奉仕理解の在り方 
職業奉仕ということはこの頃余り言われなくなって来た傾向があ

ります。ロータリーのロータリーたる所以は職業奉仕の実践にあり

と言われてきたのであります。ロータリー運動は職業奉仕をやらな

くては駄目だと言われていたのが,わずか10年の間に世界社会奉仕

をやらなければ馬鹿みたいに言われるようになりました。所が,

我々は世界社会奉仕をやる気があったって,実践する機会に殆ど恵

まれません。どうしたら良いのかと言う絶望感がないわけではあり

ません。 

国際ロータリーが世界社会奉仕が大事だと言えば猫も杓子も世界

社会奉仕,国際ロータリーが職業奉仕が大事だと言うと猫も杓子も

職業奉仕,国際ロータリーが青少年奉仕が大事だと言えば猫も杓子

も青少年奉仕ですが,その国際ロータリーは今累卵の危ぶきにあり

ます。そうしたら全世界のロータリークラブも潰れてしまうことに

なるのでしょうか。国際ロータリーはこれから 10 年後もその組織

を維持できるか疑問視する人もあるやにききます。今でさえ,人頭

分担金でその組織管理が出来きない情況にあると言われます。これ

からアメリカのロータリアンは段々減っていってしまう,日本だっ

てこれから先どうなるか分かりません。 

   
 

 

 

 

 委員長卓話 
 

【職業奉仕こそロータリーの原点】 

橋本幸一郎職業奉仕委員長 
プログラム委員長より資料を

読むほど解らなくなって来

ました。 

 ロータリーの奉仕

もらい、読んでいましたが読めば

は精神

ことでお客さんと接します。今

たので官公庁の指名には

客様の希望

印象に残っているのは近江商人の「三

ロータリーの情報は会員の向上】        

情報とはロータリーの実情

リーの小さなバッチが世

資 料≫ 国際ロータリーとロータリアン 

ーチより― 
リ

分で提唱してしま

的なもの、個人的なもので

す。一人ひとりのロータリ

アンが例会に出席して、そ

こから何がしかのものを学

び取る。我々ロータリアン

は自己改善をしながら精神

的な向上を踏まえて自分の企業経営を行う。企業の管理が上手

くいって安定した収入が得られる。これが職業奉仕の本体です。 

私は建築屋ですからいろいろな

会員増強委員会 

話題に上がっている官制談合とかは 

私の先代が６２年まで町議員をしてい

入りません。昔は土建屋、建築屋さんで議員の８割を占めてい

ました。先代が退いた後指名をもらいました。しかし、私が議

員になってからはまた指名を申請していません。 

我々の仕事はお客様に喜んで頂くのが一番です。お

を十分に配慮しながら誠心誠意相手の立場になって考えるよう

にと教育しています。 

先日の職業奉仕講演会で

方良し」と言う言葉です。売手も良し、買手も良し、世間も良

しということが自分の職業の中で生かされていれば良いのかな

と思います。 

 

【

西野清志ロータリー情報委員長 

を皆

さんに知らせる、役立つ知識を

あげるという事だろうと思いま

す。 

ロータ

界に通じるバッチだと言う事を

知らされた事がありました。 

 

≪

―フランク･マルホランド RI 会長来日時のスピ
1922 年にロータリークラブは標準クラブ定款を取り,国際ロータ

ー連合会は直接監督権を一部取得して,国際ロータリーと名前を変

え,全世界のロータリークラブにある種の監督権を行使できるよう

な性格を持った法的団体と性格を変えたわけであるが,一番大事な

事は各ロータリークラブの自主性である"と説いているのでありま

す。そして,ロータリー運動は各ロータリークラブによって支えら

れているのでありまして,各ロータリークラブが主体的に物事を考

える為には一人ひとりのロータリアンの質の問題が問われている

のであります。だから国際連合が一定の事項に付いて監督権を持つ

国際ロータリーと変ってもこのことを余りに重用視してはいけな

い,という事を一貫して説いたといいます。 

 ところが今日の国際ロータリーはなんでも自

う傾向があるようです。そうではなく全ての発想はクラブを中心に

自由関連に出して,R I がその上に乗っかって行ってこそロータリ

ーの生命を持続させる事が出来るのではないでしょうか。すべての

事はロータリアン個人の問題でありますし,すべての事はクラブの

自治権の問題でありまして,国際ロータリーの問題ではないという

事であります。 

 


