
    

    

                                                                                    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

今日今日今日今日ののののロータリーソングロータリーソングロータリーソングロータリーソング    

『『『『    君君君君がががが代代代代    』』』』    

『『『『    四四四四つのつのつのつのテストテストテストテスト    』』』』    
    

    

    

                                                        
みなさんこんにちは。 

本日のお客様は、第2650地区財

団奨学金・財団学友・世界平和

フェローシップ委員会の委員

で福井ロータリークラブの橋

本泰久様です。後ほど卓話をよろしくお願いします。 

先週１７日は、山中ロータリークラブとの合同例会に１８名で参

加してきました。早朝より冷たい雨の中、ゴルフのコンペには私も

含め５名が参加しました。 

山中クラブの田中会長はじめ皆様の温かい歓迎を受けました。特に

例会の卓話者の谷伊津子先生には、気功の講演や懇親会でのシヤン

ソンに大いに感激を致しました。また、谷先生は、金沢の百万石ロ

ータリークラブの会員でもあり、一度も休んだこともないという大

変素晴らしい方です。例会は毎週木曜日、夜７時からということで

すので、丸岡から是非ともお邪魔しますと約束をしました。木曜日

夜をめがけて出かけましょう。 

来週は、ＪＡにて献血です。献血できない方は、是非ご家族、従業

員の方にご協力をお願いして下さい。A・AB 型が大変不足しているそ

うです。私はＯ型ですが、ＯもＢ型も不足気味だそうです。よろし

くお願いします。 
 

 

 

※ 第2回新世代担当者会議の案内 

※ 会報―武生ＲＣ、島原南ＲＣ 

 

※ 弘前ＲＣよりバナー 

第2740地区大会でＲＩ会長代理の関場

慶博様にバナーを差し上げましたところ、

所属クラブの弘前ＲＣのバナーが送られ

てきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

    

第第第第１５１５１５１５４７４７４７４７回回回回例会例会例会例会    委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    （（（（１１１１１１１１月月月月２５２５２５２５日現在日現在日現在日現在））））    

【【【【出席出席出席出席委員会委員会委員会委員会】】】】    

    

    

    
【【【【ﾒｰｷｬｯﾌﾒｰｷｬｯﾌﾒｰｷｬｯﾌﾒｰｷｬｯﾌﾟ゚゚゚】】】】 11/20 釣部会員、林田（千）会員（三国ＲＣ） 

【【【【ロータリーロータリーロータリーロータリー財団特別寄付財団特別寄付財団特別寄付財団特別寄付】】】】（入会順・敬称略） 

釣部・林田（千）・林田（數）・下田・奥村・髙嶋・横山・林田（恒）・山下・下村・高尾 

倉本・桑野・野尻・高山        （本日35,000円 本年度累計321,000円） 

【【【【米山記念奨学会米山記念奨学会米山記念奨学会米山記念奨学会】】】】（入会順・敬称略） 

釣部・北・・下田・奥村・髙嶋・横山・林田（恒）・山下・下村・高尾・倉本・桑野・野尻

大久保・高山              （本日19,000円 本年度累計361,000円） 

 

【【【【ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱箱箱箱】】】】        

････････（順不同・敬称略） 

橋本泰久様・・本日は財団月間の卓話をさせて頂き有難うございます。  

         今後とも、地区財団にご支援ご協力をお願い致します。 

下田・・・橋本泰久様、卓話ありがとうございます。 

奥村・・・先週の合同例会ご苦労様でした。橋本様卓話ありがとうございます。 

釣部・・・入院中はお見舞いありがとうございました。 

結婚記念日を自祝して。又、早退させて下さい。 

山岸・・・橋本地区委員をお迎えして！ 

林田（數）・・会長エレクト林田さん、副幹事髙尾さん、２１日はご苦労様でした。

又、ありがとうございました。財団奨学会地区委員橋本様いらっしゃいませ。 

小見山・・福井ＲＣ橋本さん、いつもお世話いただき感謝いたします。 

本日卓話ご苦労様です。よろしくお願い致します。 

橋本・・・誕生日を自祝して。 

髙嶋・・・橋本様、卓話ご苦労様です。 

横山・・・結婚記念日を自祝して。欠席が続きまして申し訳ございませんでした。 

林田（恒）・・橋本地区委員、卓話ご苦労様です。 

山下・・・先日の山中とのコンペで玉川会員がベストグロスでした。おめでとうご

ざいます。 

下村・・・橋本地区委員さん、卓話ご苦労様です。 

竹内・・・橋本様、卓話ご苦労様です。欠席が続きまして申し訳ありません。 

髙尾・・・橋本様、卓話有難うございます。 

倉本・・・橋本様、卓話ご苦労様です。 

桑野・・・橋本様、卓話有難うございます。紅葉が一段と進んでいます。 

玉川・・・先日は良いことがありました。ありがとうございました。 

野尻・・・橋本地区委員さん、卓話ご苦労様です。 

大久保・・前々回、欠席いたしました。 

高山・・・ちょっと嬉しい事があって。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

会員数 出 席 欠席届有 欠席届 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 出席率％ 

36 27 6 3  75.00 

本 日 の 合 計 本日迄の累計 前年度実績 

45,000円 688,400円 791,000円 

火曜日火曜日火曜日火曜日    
福井南福井南福井南福井南    繊繊繊繊 協協協協ビルビルビルビル８８８８FFFF    

勝勝勝勝    山山山山    市 民 活 動市 民 活 動市 民 活 動市 民 活 動 ｾﾝﾀｾﾝﾀｾﾝﾀｾﾝﾀ ｰーーー    

武武武武    生生生生    武生商工会武生商工会武生商工会武生商工会館館館館    

若若若若    狭狭狭狭    小小小小浜商工会議所浜商工会議所浜商工会議所浜商工会議所    

福井福井福井福井ﾌｪﾆｯｸﾌｪﾆｯｸﾌｪﾆｯｸﾌｪﾆｯｸｽｽｽｽ    ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ    

                            PPPPm6:30m6:30m6:30m6:30    点鐘点鐘点鐘点鐘    

水曜日水曜日水曜日水曜日    
福井北福井北福井北福井北    ホテルフジタフクイホテルフジタフクイホテルフジタフクイホテルフジタフクイ    

敦敦敦敦    賀賀賀賀    北北北北陸銀行敦賀支店陸銀行敦賀支店陸銀行敦賀支店陸銀行敦賀支店    

鯖江北鯖江北鯖江北鯖江北    鯖江鯖江鯖江鯖江ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ会館会館会館会館    

大大大大    野野野野    大野商工会議所会館大野商工会議所会館大野商工会議所会館大野商工会議所会館    

丸丸丸丸    岡岡岡岡    JAJAJAJA花咲花咲花咲花咲ふくいふくいふくいふくい    

                                        

月曜日月曜日月曜日月曜日    
福井東福井東福井東福井東        ＡＯＳＳＡＡＯＳＳＡＡＯＳＳＡＡＯＳＳＡ    

敦賀西敦賀西敦賀西敦賀西        ｻﾝﾋｻﾝﾋｻﾝﾋｻﾝﾋﾟ゚゚゚ｱｱｱｱ敦賀敦賀敦賀敦賀    

                                            PPPPm7:00m7:00m7:00m7:00点鐘点鐘点鐘点鐘    

県内県内県内県内クラブクラブクラブクラブ    

例例例例    会会会会    日日日日    

木曜日木曜日木曜日木曜日    
福福福福        井井井井    ユアーズホテルユアーズホテルユアーズホテルユアーズホテル    

武生府中武生府中武生府中武生府中    JAJAJAJA 越前越前越前越前たけふたけふたけふたけふ    

福井水仙福井水仙福井水仙福井水仙    神明神社神明神社神明神社神明神社    

                    Pm6:30Pm6:30Pm6:30Pm6:30 点鐘点鐘点鐘点鐘    

金曜日金曜日金曜日金曜日    
福井西福井西福井西福井西    グラントリアグラントリアグラントリアグラントリア    

三三三三    国国国国    三国観光三国観光三国観光三国観光ホテルホテルホテルホテル    

鯖鯖鯖鯖    江江江江    鯖江商工会館鯖江商工会館鯖江商工会館鯖江商工会館    

あじさいあじさいあじさいあじさい    リバージュアケボリバージュアケボリバージュアケボリバージュアケボノノノノ    

R.I R.I R.I R.I ＤＩＳＴＲＩＣＴＤＩＳＴＲＩＣＴＤＩＳＴＲＩＣＴＤＩＳＴＲＩＣＴ    ２６５０２６５０２６５０２６５０ＲＯＴＡＲＹＲＯＴＡＲＹＲＯＴＡＲＹＲＯＴＡＲＹ    ＣＬＵＢＣＬＵＢＣＬＵＢＣＬＵＢ    ＯＦＯＦＯＦＯＦ    ＭＡＲＵＯＫＡＭＡＲＵＯＫＡＭＡＲＵＯＫＡＭＡＲＵＯＫＡ    

http ://www.maruokahttp ://www.maruokahttp ://www.maruokahttp ://www.maruoka----rotary .comrotary .comrotary .comrotary .com     会長会長会長会長    下田重道下田重道下田重道下田重道    幹事幹事幹事幹事    奥村雅徳奥村雅徳奥村雅徳奥村雅徳    

N ON ON ON O ，，，， １ ５ ４ ８１ ５ ４ ８１ ５ ４ ８１ ５ ４ ８     

    

平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年１２１２１２１２月月月月９９９９日日日日（（（（水水水水））））    

    

外部卓話外部卓話外部卓話外部卓話    『『『『やさしいやさしいやさしいやさしい仏教入門仏教入門仏教入門仏教入門』』』』    

瑞源寺瑞源寺瑞源寺瑞源寺（（（（福井市福井市福井市福井市））））    住住住住職職職職    花房禅佑様花房禅佑様花房禅佑様花房禅佑様    

次 週次 週次 週次 週 のののの例 会例 会例 会例 会         第第第第 １５４９１５４９１５４９１５４９ 回回回回     

今 週今 週今 週今 週 のののの例 会例 会例 会例 会         第第第第 １５４８１５４８１５４８１５４８ 回回回回     

    平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年１２１２１２１２月月月月２２２２日日日日（（（（水水水水））））    

『『『『    教育雑感教育雑感教育雑感教育雑感    』』』』小原淳子様小原淳子様小原淳子様小原淳子様    

街頭献血運動街頭献血運動街頭献血運動街頭献血運動    ＪＡＪＡＪＡＪＡ    １１１１ＦＦＦＦ    ロビーロビーロビーロビーにてにてにてにて        

社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会    

 

創立創立創立創立    昭和昭和昭和昭和 53535353 年年年年 3333 月月月月 21212121 日日日日        承認承認承認承認    昭和昭和昭和昭和 53535353 年年年年 4444 月月月月 6666 日日日日    

下田会長下田会長下田会長下田会長    挨拶挨拶挨拶挨拶        

奥 村奥 村奥 村奥 村 幹 事幹 事幹 事幹 事     報 告報 告報 告報 告     

１２１２１２１２月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（水水水水））））    

クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス家族会家族会家族会家族会でででで



 

 

 

 

 

 

 

 
本日はロータリー財団月間の卓話にお招き頂き誠に有難うございます。 

貴クラブにおかれましては、日頃より地区財団委員会に多大なるご支

援・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

10月3日に福井ＲＣがホストで務めさせていただきました。ＩＭに多数

の参加を頂き有難うございました。加藤会長・岩下実行委員長に代わり

まして厚く御礼申し上げます。 

本日は財団奨学金・財団学友・世界平和フェローシップ委員会の活動

についてご案内申し上げます。次年度から始まるパイロット地区として

の予算制度では、当委員会活動にも大きな変更がなされることとなりま

した。本日は、これまでの当委員会の活動について、さらに今後変更が

予定される点について、概要をお伝えしたいと思っております。 

当委員会の中心的な事業が国際親善奨学金制度です。国際親善奨学金

は、ロータリー財団の最も古く、よく知られているプログラムで1947年

に創設されました。これにより、毎年約800～1300名の財団奨学生が派遣

され、今日では、民間団体が提供する海外留学奨学金としては、世界最

大のものとなっています。当地区では1952年以来、約600名の奨学生を派

遣した実績を持っています。 

 国際親善奨学金の目的は異なる国や地域の人々の間に理解と友好関係

を推進することです。留学中、奨学生は、ロータリークラブやその他の

団体で母国に関するスピーチや発表を行います。また、帰国後留学中の

体験談をロータリークラブの会員やそのほかの人々に話します。このよ

うにして、ロータリー財団国際

親善奨学生には「国際親善使節」

として行動してきたという伝統

があります。昨年12月に奨学生

の募集を開始、各クラブより推

薦を頂き書類審査後、今年5月に

語学テストおよび面接試験を行

いました。7名の奨学金受領予定

者を選考いたしましたが、いず

れも高い学歴、語学力を持ち合

わせた方ばかりでした。彼らは数度のオリエンテーションを受け、財団

月間には各クラブへ卓話に派遣されます。現在は留学に向けて準備中で

来年9月の留学の予定です。 

当委員会は留学を終え帰国された奨学生の組織である財団学友の活動

をサポートしています。財団学友は留学中の体験談を各クラブで卓話し

たり、奨学金受領予定者に助言を与えます。また、財団学友からロータ

リアンになられた方も数々あります。 

世界平和フェローの募集を来年3月に開始する予定となっています。世

界平和フェローシップとは平和と紛争解決の為の人材育成に特化した2

年間の奨学金プログラムです。すなわち世界の大学に点在するロータリ

ーセンターに派遣し、世界平和に貢献する為の修士号をとってもらうプ

ログラムです。年額25,000ドル、卒業までに50,000ドルを支給します。

しかしながら、次年度から始まるパイロット地区では、奨学生が国際親

善使節としての役割を果たすよう従来のRIにより支えられた国際親善奨

学金制度自体がすべて廃止されることになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次年度からは、6つの重点分野、 

平和平和平和平和とととと紛争予防紛争予防紛争予防紛争予防////紛争解決紛争解決紛争解決紛争解決                疾病予防疾病予防疾病予防疾病予防とととと治療治療治療治療    

母子母子母子母子のののの保健保健保健保健                                        水水水水とととと衛生設備衛生設備衛生設備衛生設備    

基礎教育基礎教育基礎教育基礎教育とととと識字率向上識字率向上識字率向上識字率向上                    経済開発経済開発経済開発経済開発とととと地域開発地域開発地域開発地域開発    

これらに、かかわる目的を有する奨学生に限って、グローバル補助金

の適用による新たな奨学金支給を第650地区奨学金制度として、実行する

予定です。支給予算も多く、一人最低30,000ドル、期間も4年まで可能に

なり、重点分野をクリアしていれば地区やクラブとしての奉仕活動は、

さらに大きなスケールで選択肢を持つことができます。これらは、従来

の国際親善奨学金制度と同様に,RIの主導する選考基準の下、世界のパイ

ロット地区共通の規定の中で行われる予定です。 

一方、文化、芸術等、これら6つの重点分野に属さない学生に対して幅

広く奨学金を支給するために地区独自の規定による奨学金制度を検討す

る必要があります。新地区補助金の枠を利用し、地区独自の選考基準、

支給基準を設け実行することが出来ます。歴史ある当地区奨学金制度の

価値を維持する為に、また、地区の奨学金制度自体今後どうあるべきか、

鋭意検討を進めているところです。 

パイロット地区における最初の年となる次年度の募集は、これら6つの

重点分野に関する学生に限定して募集します。新地区補助金による地区

独自の奨学金は、まだ規定が不安定な為、次年度の募集はいたしません。 

世界フェローシップは世界各地のパートナー大学にあるロータリーセ

ンターに2年間留学し、国際関係平和研究、紛争解決を学び、修士号を取

得し、世界各地で紛争を生む諸問題解決のための指導的役割を果たす人

材を輩出することを目的としています。選考は財団本部による、世界を

枠とする競争制であり、世界から年間70名までを選出します。地区から

は複数候補者を推薦できます。 

日本では、これまで15名のフェローを輩出し、2003-2005年度2期生の

岸谷美穂さんは、イラク・クルド人自治区での支援活動に対して2006年

中曽根康弘賞優秀賞を受賞されています。第650地区では、2004-2006年

度に3期生として恩田牧さんを送り出すことが出来ました。 

各制度募集要項はまもなく公開し、皆様へとご案内申し上げます。今

後も優秀な奨学生を派遣すると共に、帰国奨学生が留学で得た高度な成

果を、社会およびロータリーに還元してゆくよう、財団学友会活動をサ

ポートしてまいります。 

財団寄付への変わらぬご支援と共に、ぜひ貴クラブより優秀な人材を

ご推薦頂き、やがては将来ロータリアンとしてお迎え頂きますようお願

いいたします。ご静聴有難うございました。 
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「「「「財団奨学金委員会財団奨学金委員会財団奨学金委員会財団奨学金委員会」」」」のののの活動活動活動活動についてについてについてについて    

財団奨学金・財団学友・世界平和フェローシップ委員会 

橋本泰久橋本泰久橋本泰久橋本泰久様様様様  

歴史探訪歴史探訪歴史探訪歴史探訪   高向高向高向高向のののの宮跡宮跡宮跡宮跡（（（（たかむくのみやあとたかむくのみやあとたかむくのみやあとたかむくのみやあと））））                丸岡丸岡丸岡丸岡町町町町高田高田高田高田    丸岡町指定文化財丸岡町指定文化財丸岡町指定文化財丸岡町指定文化財（（（（史跡史跡史跡史跡））））    

「日本書紀」によれば、５世紀の中頃、近江国高島郡三尾に住んでいた彦
ひこ

主
う

人
し

王
おう

は、越

の坂
さか

名井
な い

から振 媛
ふりひめ

を妻として迎えた。振媛は男
お

大
ほ

迹
ど

王
おう

（後の継体天皇）を生んだが、ま

もなく彦
ひこ

主
う

人
し

王
おう

が亡くなったので、幼い男
お

大
ほ

迹
ど

王
おう

を連れて故郷の高向に帰り、養育した

とある。男
お

大
ほ

迹
ど

王
おう

は大昔、荒泥沼であったところを、九頭竜川の水口を切り開いて干拓し、

坂井平野を作られた。かって、このあたりが継体天皇ゆかりの「高向の宮跡」であろうと

推定される。「延喜式」神社帳にある高向神社は、四字久保庄あたりで「古堂
ふるど

様
さま

」と呼ば

れ、振媛一族の氏神であり、高向郷の総社であったとも伝えられる。高向神社には、応神

天皇と振媛が祀られている。 

(事務局）〒910-0254   Tel（0776）67-0410／Fax（0776）67－4811                     クラブ広報委員長 林田數一 

       福井県坂井市丸岡町一本田 34-7 JA花咲ふくい 丸岡支店２F                    会報委員長―玉川佳一 副委員長―桑野賢吾 

(例会場) JA花咲ふくい 丸岡支店 ３F (例会日) 毎週水曜日 12時 30分 ( 会員数) ３６名     委員―東角操・大久保政幸・西川政義  


