
                                            
 

  

                                              
 
 
 

 
 
 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

今日のロータリーソング                       

 

  『 それでこそロータリー 』  

 

藤本会長 挨拶        （５／９） 
 
皆さん こんにちは。先日新幹線

に乗ったところ、新幹線の中にビ

ジネス雑誌がありますが、この中

に東京中央ＲＣの３０周年の記念

事業の紹介が載っていました。そ

の記事の最後にこのような事業を

しているクラブに賛同し協力して

下さる方を募集しています。と記

事が載っていました。 

ロータリーも広報をする事により、

我々のことを認めてもらう、その

事を賛同してくださる方が会員になってくれる。この様に広報も重要な

役割を持っています。 

「ロータリーの友」にも福井南ＲＣ【ロータリーの広報の窓】と紹介さ

れていますが、地下道に掲示する場所を借り受けて年何回かロータリー

の活動している状況を紹介しています。 

当クラブでも、会員増強をする場合我々が活動している事を皆さんに知

っていただくことは大切だと思います。 

 

水上幹事 報告  
理事会報告 ６月プログラム 

６日 林田ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長卓話 「一揆の話」 

１３日 
下田 IT･会報委員長 

金 雑誌･資料委員長 

市民にﾛｰﾀﾘｰを理解してもらう必要性

雑誌・資料から学ぶもの 

２０日 年度末報告 各委員長 

２７日 年度末報告 藤本会長・水上幹事 

 

※ ＲＩ例会頻度試験的プログラム参加に関するアンケートを実施し

ます。 

※ 三国ＲＣとの合同例会の案内 ６月１日（金） 

   今回より多くの会員の参加をお願いしたいとグランドゴルフコ

ンペを開催いたします。詳しくはＦＡＸ致します。 

※ ハワイ国際ロータリー第５０００地区 地区友好提携締結の報告 

※ 第９回ロータリー日韓親善会議参加へのお願い 

2007 年 9 月 7～8 日 青森にて開催 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

第１４２６回例会 委員会報告 （５月９日現在） 

出席委員会 
 

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）・北・倉本・前田・中田・奥村・佐々木・下田・下村・ 

髙嶋・釣部・山田 
  年次袋完了 佐々木 ＝計 29名  （14,000円 本年度累計679,000円）  

 

米山記念奨学会（個人寄付） 
藤本・林田（數）・北・倉本・前田・中田・奥村・下田・下村 

・ 髙嶋・釣部 
年次袋完了＝22名（本日12,000円 本年度累計503,000円） 

 

ニコニコ箱･･･（ABC順・敬称略） 

藤本――中田さん、山下さん今日の卓話ご苦労様です。 

倉本――気候が良くなり心晴々 

奥村――会員卓話、頑張って下さい。居眠りしない様に努力し

ます。 

水上――山下さん、中田さん卓話ご苦労様です。 

下田――中田さん、山下さん卓話ご苦労様です。 

下村――山下、中田委員長、卓話ご苦労様です。 

髙嶋――山下さん、中田さん卓話ご苦労様です。 

前田――娘の結婚式にはクラブより祝電をいただき有難うござ

いました。 

竹内――中田さん、山下さん卓話ご苦労様です。 

釣部――早退させてください。 

山田――中田さん卓話ご苦労様です。 

山下――本日浅知恵な卓話をさせて頂きます。よろしく！ 

 誕生日を自祝――林田（數）・林田（恒） 

 結婚記念日を自祝――小見山・南 

 妻の誕生日を自祝――西野・中田 

 

 

 

 

※ 人道的奉仕プログラムに基づき 

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を 

坂井市に寄付します。 

 

 

 

 

 

 

会員数 出 席 欠席届有 欠席届無 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 出席率％

３６ ３０ ３ １ １ 86.11 

本 日 の 合 計 本日迄の累計 前 年 度 と の 比 較

49,000円 1,460,221円 1,560,000円 

今回例会  第１４２７回 

平成１９年５月１６日（水） 

 

    グラウンドゴルフ大会 

 

会場： 霞の郷グランド 

 

  次回例会   第 １４２８回  

 平成１９年５月２３日（水） 

 

職場訪問 

丸岡南中学校 

 １４２７



 

 

【ロータリーの友】ワンポイント解説    金 雑誌･資料委員長 

Ｐ１． ボイド会長のメッセージ 『行動すること』 

Ｐ１３．マイクロクレジット（小口融資）プログラム 

世界の高額所得者上位５００人の収入と底辺にいる４億１，

６００万人分の所得が同額 

Ｐ② みんな違って みんないい（ホールアース自然学校） 

    非常にショッキングです。文章が散漫になっていますが、あま

りにも実体験が盛りだくさんにありすぎているからです。 

    このページは是非読んで下さい。 

 

 

 

 

『新世代による日本のリーダー』 
 山下 新世代委員長 

どの様に勧めたらよいかわか

らず相談しましたところこの

ような立派な本を頂きました。

が時間がなく理解に及ばなか

ったので自分なりに新世代に

関する感じたことを話したい

と思います。 

私は２００１年７月に入会し

６年になります。２００１年の

福井北ＲＣのＩＭの資料の中の酒生文彦氏の「ﾛｰﾀﾘｰ活動での感動的な

場面―知識と智慧」という基調講演がとても印象深く今でも大事にとっ

てある資料です。 

酒生さんは満 2 歳の時、両親･兄弟と別れて、両親･兄弟全員アメリカの

市民権を持っていて酒生さん一人だけ日本人なのです。その理由を説明

するだけで 2･3 時間? かかりますので、今は｢1 番出来の良いのだけを

日本に残して、まずいのは皆アメリカに放り出した…｣と解釈しておい

てください。実は私の育ての親は祖母で、バアさん小学 3 年の時亡くな

りましたが、その時、寂しくて悲しかったのが半分。ホッとしたのが半

分でした。それほどうるさい祖母だったのです。ところが、私の人生に

大変な影響を与えてくれた存在として今更ながら有り難く思い起こし

ております。祖母は学歴も無く、決して知識者だったとは言えませんが、

寺に生まれ寺に育ち寺に嫁入りしてきて、宗教的雰囲気の中で暮らして

きた者の持つ、『智慧者』だったと思っています。パアさんに感謝した

かったのは、本願寺からの派遣布教師として世界 30 何カ所で講演旅行

をした時です。カリフォルニア州モントレイ･シティホールで講演をす

ることになり、日系人ばかりだから全て日本語での講演を…と指示され

たのですが 3 分の 1 ほどは白人の方でした。講演後、中年の紳士が、流

暢な日本語で｢ただ今は良い話を聞かせて頂き、有り難うございました｣

と挨拶され、私服の襟元にロータリークラブのバッジが光っていました。

｢貴方は日本から来られた。仏教のお坊さんだと聞いた。｢日本人の心を

教えて欲しい｣でした。次は｢仏教と言う教えが知りたい｣、更には｢700

年ほど前にセント･シンランという僧がいたが、彼は何を説いていたの

か ?｣親鴬聖人が米国ではセント･シンランと呼ばれているのです。幸い

パアさんの言葉を思いだし｢その 3 つの質問を一度に答えましょう｣と

言い切ったのです。｢日本にはお陰様という言葉があります。セント･

シンランはお陰様の心を説きました。仏教とはそのような心を説き、日

本人の心とはそのような思いを心底に抱いているのです｣と答えました。

まことに乱暴な話です。相手は｢わからない｣と言い、｢日本人は平素か

らそのような言葉を使うのか ?｣と言いました。その通りだと述べると、

それではその使い方を具体的に誓えを用いて教えると申しました。そこ

で私が自分の家を建てたとすると隣の人が｢良い家を建てましたね｣と

褒めてくれる。それに対して｢お陰様で…｣と答える。また自分の子供が

立派な大学に合格したことを隣人が｢良かったですね。おめでとうござ

います｣と言ってくれれば必ず｢お陰様で…｣と答える。私はこの言葉を

『大人言葉』と名づけます。保育園の子供は、先ず使わないでしょう。 

何故日本人は『お陰様』を連発するのか。要するに目に見えないところ

の恩恵を表そうとしているのです。家を建てられたのは財力だけで無く

て、隣近所の協力の賜物として大学合格には多くの人々の協力を謝し、

クルマが買えたのも皆様のお陰様と言っているのです。｢目には見えな

くとも陰の世界が私をサポートしてくれています｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
会員 誕生日   ５月    結婚記念日 

 

 

委 員 長 卓 話  その紳士は大きな手を出して私に握手を求め｢それは文化だ ! 世界中

に自慢して良い言葉だ ! ｣と言ってくれました。バアさんのお陰様でし

た。 

この『お陰様』と言う言葉が出てきたものが当クラブの２５周年記念誌

です。境野勝悟先生の講演の中で「幸福とは何ですか。何のことはない、

感謝して生きる事が出来る人間が幸福なんです。いくらお金があっても、

いくら物があっても、いくら地位があっても、ちっとも感謝できない人

は、幸福になることはできない。逆に物質的にいくら不自由しても、あ

りがとうという感謝の気持があれば幸福になるものですよ。自分の人生

を充実させていくのは、親でも先生でもない、環境でもないように思い

ます。自分自身が感謝する心を持てるかどうかだと思うのです。」 

新世代と関係があるのかといえば、長寿社会の中で自立をしていないの

ではないか。昔は３０代、４０代で親がいなくなり経済的にも精神的に

も自立しなければやっていられなかった時代だったのだと思います。 

現在は３世代、４世代の家族構成の中で自立していないのではないでし

ょうか。新世代の若者に、感謝の教育とか道徳というものをロータリー

で助けられたらと思っています。 

 

『米山奨学制度は何故出来たか』 
               中田 米山奨学委員長 
 

日頃は米山奨学会にご協力いただ

きありがとうございます。この機会

に勉強をと思いましたが、田んぼで

忙しく資料を読むのが精一杯です。 

 

米山奨学制度は、民間最大の奨学事

業です。(財)ロータリー米山記念奨

学会は、勉学、研究を志して日本に

在留している外国人留学生に対し、

日本全国のロータリークラブ会員の寄付金を財源として、奨学金を支給

し支援する民間の奨学財団です。 

 19 6 7 年に財団法人として設立許可を受け、これまでに世界 10 4 の

国、地域出身の 12,706 人(2005 年 5 月現在)におよぶ外国人留学生を支

援し、今日では事業規模と採用数において、民間で最大の奨学団体とな

っています。                              

昭和2 4年に日本のロータリー群が国際ロータリーに復帰したときに、

東京ロータリークラブは、日本のロータリーの始祖であります米山さん

の徳を慕い、米山さんが東南アジアからの留学生に何くれとなく自分の

私財を投じて、平内村の小学校は立てる、留学生の面倒はみるなど、今

日のロータリアンではとても真似の出来ないことしていました。これも

億万長者であり、役員の所得がかなり多く、又税制の体系が違っており

ましたから、米山さん位の物資をお持ちの方はこういうことが出来たの

でしょう。こうした米山さんの遺徳を顕彰して、東京ロータリークラブ

の中に米山奨学会を作りました。 

ロータリークラブは親睦団体であり、役員は毎年変わります。多年事業

の管理は出来ないのです。東京クラブは、音を上げてしまいました。 

 その結果、米山奨学会は日本全体のロータリアンの基本財産であると

いうことで、財団法人米山奨学会が発足することになり、ここにお金を

出して、東南アジアからの留学生に資金を出しています。日本のロータ

リアンは必ず毎年人頭分担金式にこれに対する寄付金を会費の中から

搬出している訳です。 


