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次回例会
第１４２６回
平成１９年５月９日（水）
委員長卓話
山下新世代委員長
『新世代による日本のリーダー』
中田米山奨学委員長
『米山奨学制度は何故出来たか』

今回例会 第１４２５回
平成１９年４月２５日（水）
クラブフォーラム（討論会）
会員増強について語り合おう。
ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会
竹澤情報副委員長

第１４２４回例会 委員会報告 （４月１８日現在）
今日のロータリーソング

会員数

出 席

欠席届有

３６

３１

３

欠席届無

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ

１

１

出席率％

88.88

出席委員会
『 それでこそロータリー 』

藤本会長 挨拶

（４／１８）

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）・東・東角・金・北・奥村・佐々木・下田
年次袋完了 東角 ＝計 28名

本日のお客様を紹介します。後ほど卓話をしていただきます、
国際ソロプチミスト 福井 会長 松村穎子様です。
明日（４月１９日）はポール・ハリスの誕生日です。今から１
０３年前にアメリカ・シカゴで仲間と３人でロータリーを作り、
現在世界の会員数１，２０４，６９４人クラブ数３２，５５４
クラブ５３０地区加盟国１６８カ国。日本では９９，９８６人
２，３３４クラブ３４地区１０３年の間に大きく成長いたしま
した。
ポール・ハリスが現在生きていらっしゃると１３９歳になりま
す。明日はポールハリスの誕生日に献杯とその偉業を偲んでお
酒でも飲もうかなと思っています。

９日

会

年次袋完了＝22名

（本日9,000円 本年度累計485,000円）

ニコニコ箱･･･（ABC順・敬称略）
松村穎子様―お礼をニコニコ箱に。
藤本――松村様

本日は卓話ありがとうございます。

林田（恒）－早退させていただきますので
東―――妻の誕生日を自祝
東角――皆様に大変お世話になりました。結婚記念日を自祝
金―――結婚記念のプレゼントに頂いた宝くじが当たりました。
小見山―倉本さんの入会を祝し。
水上――松村様卓話ありがとうございます。

理事・役員会の報告【５月予定】
休

米山記念奨学会（個人寄付）
藤本・林田（數）・金・倉本・中田・奥村･下田・髙嶋

勿論全額ニコニコ箱に入れます。

水上幹事 報告

２日

（13,000円 本年度累計659,000円）

西野――欠席が続きましてすみません。

（定款第５条第１節 C）

委員長卓話

奥村――東角会員当選おめでとうございます。

山下新世代委員

中田米山奨学

下田――松村穎子様卓話ありがとうございます。いい事がありまして。

長

委員長

釣部――いつもいつもニコニコ箱へ協力ありがとうございます。

１６日

グラウンドゴルフ大会

霞の郷

【米山ランチ】

２３日

職場訪問

丸岡南中学校

職業奉仕委員会

３０日→

→６月１日（金）

三国クラブと

三国観光ホテ

合同例会

ルにて

山下――遅ればせながら 3 月 25 日の丸岡ロータリー杯バトミントン大会に
は皆様のご協力賜りありがとうございました。
倉本――4 月 8 日に内孫が生まれました。女の子です。
結婚記念日を自祝―川端・佐々木・下村
誕生日を自祝―南・髙嶋
本 日 の 合 計

※
※
※
※
※

５月２６日

島原南 RC２０周年記念式典の参加について
会員１人当たり１万円の補助
能登半島義援金について前回と今回募金箱を置きますので
ご協力をお願い致します。
拉致被害者家族支援義捐金は５４００円送金いたしました。
会報 鯖江北ＲＣ
ＲＯＴＡＲＹ ＷＯＲＬＤ

55,000円

米山奨学生

本日迄の累計

1,394,221円

前年度との比較

1,468,000円

楊超雲さんへ 4 月奨学金の授与

卓

話『国際ｿﾛﾌﾟﾁﾐｽﾄとは』
国際ソロプチミスト
福井クラブ

会長

松村穎子様

ただ今ご紹介頂きました国
際ソロプチミスト福井の松
村頴子でございます。
本日は丸岡ロータリークラ
ブの例会にお招きいただき、
ソロプチミストの概要及び福井クラブの活動についても、お話させ
て頂けますことを嬉しく存じます。
ソロプチミストといっても余り聞きなれない言葉でえっ? それ
なんですか?とたいていの場合聞き返されますが･･もちろん私も最
初は何だろう一体何語だろうと思いました。
まず名称は、ラテン語の｢ソロ｣姉妹と｢オプチマ｣最良から成り
｢女性にとって最良のもの｣を意味しております。
国際ソロプチミストはお手元に用意いたしました資料にもあり
ますように管理職、専門職についている女性の世界的組織で人権と
女性の地位を高めることを目標に奉仕活動をしています。
国際ソロプチミストの歴史からお話させていただきます。
第一次世界大戦直後の 1921 年(大正 10 年)アメリカ カリフォルニ
ア州 オークランドで 80 名の管理職･専門職とて職業活動に従事し
ている女性たちにより結成されました。当時はアメリカでも女性の
地位は未だ男性と同等には扱われておらず、女性たちは力を合わせ
て積極的に地域社会に奉仕することによって 共通した｢社会的｣
｢実業的｣｢市民的｣な問題の関心を高め拡大しようといたしました。
日本には 1936 年(昭和 11 年)フランスより開設のお誘いがありま
したが実現せず第 2 次大戦後の 1950 年(昭和 25 年)にヨーロッパ連
盟のスザンヌ･ノエル博士より再び誘いがあり 1963 年(昭和 28 年)
にソロプチミスト東京クラブの母体｢東京ファムクラブ｣が発足し
ましが、道のりは険しく 1960 年(昭和 36 年)に漸く｢東京ソロプチ
ミストクラブ｣が誕生しました。
そして 10 年後の 1970 年(昭和 45 年)には、東京･高松･京都･兵
庫･大阪･厚木にクラブが誕生し、漸 6 クラブとなり翌年の 1971 年
(昭和 46 年)5 月に日本ソロプチミスト本部となり、初代会長に裏千
家の千嘉代子様が就任されました。｢ローマ国際大会｣には、日本よ
り千会長以下数名が出席され、そこで｢日本ソロプチミスト本部｣が
国際ソロプチミストの一つの団体として正式に認められました。帰
国後 裏千家のネットワークを基に日本各地を訪問され精力的に
クラブ誕生のために尽力された結果、1976 年(昭和 51 年)にボスト
ンで開催された連盟大会では ｢国際ソロプチミスト日本リジョ
ン｣の名称と、初代ガバナーに 千嘉代子様が承認されました。
翌年の 1977 年(昭和 52 年)5 月には｢第 1 回日本リジョン大会｣が
名古屋で開催されました。
私たちの福井クラブも、第 1 回日本リジョン大会後の 6 月に｢国
際ソロプチミスト神戸｣のスポンサーにより日本で 69 番目のクラ
ブとして認証され、初代会長には熊谷梅子さまがなられ、26 名で出
発しました。
お蔭様で今年 5 月 30 周年を迎えることになりました。
国際ソロプチミストの組織ですが･･
お手元に用意いたしました組織図をご覧下さい。
福井クラブは中央リジョンに所属しております。
中央リジョンのテリトリーは静岡県から兵庫県まで 2 府 12 県と
なっており中央リジョンには約 150 クラブ、会員数は約 4,300 名程
でしょうか?日本 5 リジョンでは約 631 クラブ会員数は約 14,073
人程と言われております。(2006 年 7 月 31 日現在)

国際ソロプチミストとしての活動のテーマは
｢女性のグローバル･ボイス｣です。
2003～2007 年期プロジェクトは
･女性が世界の女性のために･戦火を生き抜いた女性の自活支援
毎年 12 月 10 日は｢国際人権デー｣でこの日を記念して国際会長が
呼びかけを行います。2005 年度は WHO のマラリア撃退運動と手を組
み｢ソロプチミストマラリア撃退運動｣に決定。アフリカベナンの妊
婦や子供をマラリアから守るため 1 枚 5 ドルの蚊帳を提供しようと
いうものです。
国際ｿﾛﾌﾟﾁﾐｽﾄｱﾒﾘｶ連盟 ｢女性のために変化をもたらす｣
主なプロジェクトは
･女性に機会を与える賞(WOA)
･女性と女児に恩恵をもたらす SIA ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
イ.ドメステイツク･バイオレンス防止
ロ.ソロプチミスト･クラブ助成金
ハ.災害救援金ヴァイオレット･リチャードソン賞(VRA)
ホ.女性のために変化をもたらす賞へ法整備に向けた活動
日本中央リジョンでは
｢明るい未来を創りましょう ! -女性と女児に光と夢を｣を掲げ
継続プログラムとして
外国人私費留学生奨学金給付・目的の合致する他団体への寄付
リジョンユースフォーラムの開催・その他独自の表彰プログラム
その他 ソロプチミスト日本財団による表彰プログラムや災害
救援金もあります。今わが国で深刻な問題となっております｢少子
化問題｣を最重要課題とし少子化防止に向けた環境･教育に目を向
けていきたいとしています。

福井クラブの活動
―福祉･環境･青少年の育成などに取り組んでおります。
① 日赤福井県支部へ災害用ギフトパックを贈呈
② 少年の主張コンクールを後援
③ 1985 年より、こどもと知事のつどいに参加、支援
④ 1987 年、認証 10 周年事業として国際ソロプチミスト若狭と国際
ソロプチミスト敦賀をスポンサーしました。ユニセフ大使、黒
柳哲子氏の無料講演会を開催
⑤ 福井県緑化推進事業に参加、学校や公園に植樹。地球環境にお
ける水資源の重要さを学び、里山保全へと活動。保育園児とと
もにどんぐりを植えながら、子供たちにも自然の大切さを感じ
取って欲しいとねがっています。
⑥ 日赤の母子家庭の女子学生に 3 年間の修学資金を援助。
⑦ 仁愛女子高校のボランテイア活動を支援しています。
⑧ ホーチミン市ストリートチルドレン友の会(FFSC)を支援
⑨ 会員がアルミ缶を収集しその収益金はアフリカの子供たちの
支援にとマザーランドアカデミーへ送っております。
⑩ さくら子供図書館へ児童図書を贈呈
⑪ ドメステイツク･バイオレンスの救助の協力としてホットライ
ンカードを配っています。
本年は国際ソロプチミスト福井 30 周年にあたりますので 30 周年
の記念事業として自動体外式除細動器(AI 歪 D)を福井県嶺北 7 市に
贈呈いたしました。
仁愛女子高校に最近増加しつつある性感染症について認識を高め
ていただくために 医師である藤井玲子会員の協力によってリー
フレットを作成 贈呈いたしました。またそれについてのアンケー
トも実施いたしました。以上が 私たちの活動です。

