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第 １５６２回

平成２２年 ３月２４日（水）
外部卓話
自然再生ふくい 行動プロジェクト
掛谷 龍一様

奥村雅徳

１５６０回 例会 委員会報告 （３月１０日現在）
【出席委員会】
今日のロータリーソング
『 奉仕の理想 』

下田会長 挨拶

奥村幹事 報告
※

2012-13年度 ガバナー決定
大津ＲＣ 河本英典ガバナーノミニー
※ 新世代育成基金 受賞しました。
後日、表彰状と贈呈金額１０万円が贈られます。
※ 5/8(土) 2010-2011年度 地区協議会開催 9：30～16：30
本会議―福井ﾌｪﾆｯｸｽﾌﾟﾗｻﾞ
分科会―福井商工会議所・ﾎﾃﾙﾌｼﾞﾀ福井
※ 会報―敦賀RC
＜理事会報告＞
４月例会予定
7日
カーブミラー清掃奉仕（社会奉仕委員会）
14日
新会員卓話
山本雅人会員
21日
お花見例会
たけくらべ温泉（親睦委員会）
28日
外部卓話
あかねｹｱﾏｼﾞﾈﾒﾝﾄ 中村公雄様
4日 （日） 地区大会参加 京都国際会議場
18日（日） 坂井市少年サッカー大会 まるおかスポーツランド
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【ﾒｰｷｬｯﾌﾟ】 玉川会員―3/11武生府中ＲＣ

みなさん こんにちは。
本日のお客様は、明厳寺ご住職の乙
坂晃寿様です。後ほど卓話よろしくお
願いします。
私は本を見るとすぐに買いたくな
るくせがあるのですが、ちょうど買っ
た PHP の『加賀屋のこころ』という「プ
ロが選ぶ日本のホテル・旅館１００
選」に、３０年間連続総合１位にラン
クされている旅館の本を読み始めま
した。皆さんもお読みになった方もいらっしゃると思いますが、その中に、
３年前の２００７年３月２５日（日）朝９時４２分に起こった、能登半島沖
地震に対してどう対応したのかが詳しく書かれています。あの日は、私たち
丸岡 RC も丸岡町民体育館で少年少女のバドミントン大会を主催している最
中で、体育館の天井からぶらさがっているライトが大きく揺れたり、建物が
大きな音をたてたりしていたのを覚えています。その本によると加賀屋と姉
妹館「あえの風」には１，３００人を超える客が泊まっていて、地震が起き
た時には、まだ３分の１の客がホテルにいて、どのように避難誘導をしたの
か。そして、結果として一人のけが人も出さずに済んだということです。そ
れは、日頃の避難訓練の賜でもあり、会社のモットーとして、帰られるまで
お客様の命を預かっている、会社は従業員を守る、従業員がお客様を守らな
いでどうするのだという 強烈な職業意識が働いているからだと書かれてい
ます。宿泊客と従業員の様々なドラマ、エピソードがいっぱいつまっていて、
３０年間一位であることが分かります。
地震はいつ起こるか分かりませんが、こころの準備だけは怠らないように
しておきたいものです。

県内クラブ

会員数

福井東 ＡＯＳＳＡ
敦賀西 ｻﾝﾋﾟｱ敦賀
Pm7:00点鐘

【ロータリー財団特別寄付】 本日12,000円 本年度累計539,000円
釣部・林田（千）・下田・奥村・林田（恒）・髙尾・高山・島田・山本
目標達成者ー 林田（千）・林田（數）・下田・金・奥村・髙嶋・横山
林田（恒）・下村・山田・髙尾・倉本・桑野・野尻・玉川・高山

【米山記念奨学会】

【ニコニコ箱】
････順不同・敬称略）

本年度累計629,000円

本 日 の 合 計

本日迄の累計

前年度実績

18,000円

1,164,400円

1,127,000円

下田・・・乙坂晃寿様、卓話ありがとうございます。
奥村・・・乙坂晃寿様、本日は卓話ありがとうございます。
髙嶋・・・乙坂晃寿様、卓話ありがとうございます。先日、お説教ありがとうございました。
林田（恒）・・乙坂様、卓話ありがとうございます。
山田・・・お先に失礼します。
髙尾・・・乙坂先生、卓話ありがとうございます。
倉本・・・雪が降ると寒いですね！
桑野・・・乙坂様、本日は卓話ありがとうございます。
島田・・・乙坂幸寿住職、ご苦労様です。
高山・・・結婚記念日を自祝して。

委員会報告
☆職業奉仕委員会 横山職業奉仕委員長
次週例会（１７日）は職場訪問で『ケアハウス 花しょうぶ』にて行われ
ます。例会の時間が都合により、１２時４５分点鐘となっています。
例会を行ってから食事となります。１時１５分より説明・案内となります。
☆ロータリー財団委員会 野尻財団委員長
＜ロータリークレジットカードについてご案内とお願い＞
未だ、加入されていない方は、是非お願い致します。シル
バーカードの年会費は無料です。カードショッピングの
0.3％が財団に寄付されます。ﾛｰﾀﾘｰｶｰﾄﾞの寄付実績累計
は１２００万円余あります。
☆米山記念奨学会 下村米山奨学委員長
３月６日 大津市「旅亭紅葉」にて２００９年度米山
奨学生 終了式が開催され、章君と下村委員長が参加
しました。 富田ｶﾞﾊﾞﾅｰより終了証が
授与されました。

火曜日
福井南 繊 協ビル８F
勝 山 市 民 活 動 ｾﾝﾀｰ
武 生 武生商工会館
若 狭 小浜商工会議所
福井ﾌｪﾆｯｸｽ ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ
Pm6:30 点鐘

本日15,000円

釣部・林田（千）・北・下田・奥村・林田（恒）・髙尾・高山・山本
目標達成者ー下田・金・奥村・髙嶋・横山・林田（恒）・下村・山田・倉本
桑野・玉川・高山

水曜日
福井北
敦 賀
鯖江北
大 野
丸 岡

ホテルフジタフクイ
北陸銀行敦賀支店
鯖江ＮＰＯ会館
大野商工会議所会館
JA花咲ふくい

木曜日

金曜日

福 井 ユアーズホテル
武生府中 JA 越前たけふ
福井水仙 神明神社
Pm6:30 点鐘

福井西 バードグリーンホテル
三 国 三国観光ホテル
鯖 江 鯖江商工会館
あじさい リバージュアケボノ

2009－2010 年度 ｸﾗﾌﾞﾃｰﾏ

結 束 し 、 未 来 に 向 か お う ！

『壊れゆく地域社会、家庭そして子供たち』
住職

乙坂晃寿様

『おかげさま』

歴史探訪

夏が来たら 冬がええといい
冬が来たら 夏がええ
借りた傘も 雨が上がったら邪魔
金をもらったら 古びた女房も邪魔
所帯を持ったら 親さえも邪魔
乾ききった あじけないこの頃
衣食住は昔に比べりゃ天国やが
上を見ては 不平不満
となりをながめては 愚痴ばっかり
なんで自分を見つめないのか
静かに 考えてみるがええ
一体 自分ってなんやろ
親のおかげ 先生のおかげ
世間さまのおかげ
おかげの塊が 自分やないか
いくら長う 生きてても
幸せのど真ん中にいても
おかげさまが 見えなけりゃ
一生不幸

地域で助け合うことも、
許しあうことも、認め合
うことも無く、そのひず
みが子供のところに来て
いるのではないかと思い
ます。
私は 15 年間、高校の教
員をしていましが、その
時は何も分からなかった
のですけれど、教員を離
れてみると、いろいろな
問題があることが分かり
ました。
最近、自殺をする若者
が増えてきています。私
も今、自殺未遂の子供を 4 人預かっていますが、日本は先進国の中
で死亡原因が自殺はダントツの 1 位です。世界の３３％は食べるも
のが無くて死んでいきますが、日本は食べ過ぎて死んでいくのです。
私たちはどんな世の中を作ってきたのでしょう。
福井県で学校に行かれない中学生が、660 人、小学校と高校を入れ
ると 1000 人になり、引きこもりが 7000 人います。そして、そのよ
うな子が自殺をしていきます。以前に小学 3 年生の児童が飛び降り
自殺をしました。遺書に「お父さん、お母さん、地獄で待っていま
す。」と書かれていました。今の世の中は便利になっていますが、
何を忘れてきたのでしょう。
私が預かっている子供のうち、丸岡の一本田付近の子供が多いで
す。最近も、17 歳の自殺未遂の子が、そのまま引きこもりになって
います。次にはまるのが、新興宗教です。この近くにそのような子
供がたくさんいるのです。学校で今、何が起こっているのでしょう。
学校は教員を、財源が無いということで、10 人のところを 7 人でし
ています。生まれてくる子供も 4～5 人に一人、発達障害があるそう
です。 情緒不安定、短期収容施設というのが必要となってくるく
らい、たくさんいます。
世の中、ばらばらになって、何をどう生きていけば良いのか分か
らなくて、苦しんでいる子供がたくさんいます。日本で一日１００
人位亡くなっています。福井県で２日に１人です。
手を差し伸べれば、助けてあげられる命はたくさんあったと思い
ます。家庭では、学校では何が起こっているのでしょう。

（福井市在田町）

･
･
･

明厳寺

『ありがとう』と言えない子供を育てても、幸せにはなれ
ない。
「おかげさま」 私達は、生きる権利があって生きているのではな
い。たまたま、不思議な御縁で生かしてもらっている。申し訳ない、
もったいないと恥の文化だったと思います。昔は食べるもので教え
ていたものです。皆で一緒にご飯を食べる、食べる事により教育を
するのです。
十人の子を育てる親はいるが、一人の親を養いかねる十人の子等もいる。
人集まればみな裁判官になりたがる。他人は有罪で自分は無罪の判決
耳は黙っているくせに聞いている、私の嘘を聞いている。

大人の生きているそのままを子供は見ています。一緒にご飯を食べ
ない子は悪くなります。一緒にご飯を食べる事により、愛情や親し
み、仲間意識を感じるのではないでしょうか。
生きるということはどういうことか、まず地域の苦しんでいる子供
たちが、生き生きと幸せを感じれるように、一緒に活動できると良
いと思っています。
※軽妙な福井弁を駆使して、地域の苦しんでいる子供に手を差し伸べて欲し
いと、強く訴えていました。

《ロータリーの友 ポイント紹介》
金 雑誌・資料・IT 委員長
P17.Ray Of hope（希望の光）ﾚｲ・ｸﾘﾝｷﾞﾝｽﾐｽ RI 会長ｴﾚｸﾄの記事
会長年度に達成したいこと。
ポリオ撲滅・財団の夢計画・青少年交換ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの知名度 UP
次年度テーマ：『地域を育み、大陸をつなぐ』
P22.生き生きとした活動の実践が会員を増やしてきた。
P24.職業奉仕を強調
P26.ゴールまであと少し。最後の一押し･･･参加しませんか？
P31.職業奉仕雑感･･･ｲｷﾞﾘｽとｱﾒﾘｶと日本で職業の意味の違い。
P32.「洒落たいなか」をつくりたい･･･
P②．転ばぬ先の杖と知恵･･･65 才以上の会員の方は、ぜひ読んで下さい。
ＰＰＫ（ピンピンコロリ）・ＮＮＫ（ネンネンコロリ）
転ばないような、頭と体を作りましょう。
Ｐ④．（注意）薬を飲む時・・水が必要―解熱鎮痛剤、アスピリン製剤
その他の薬は水と一緒に飲まなくても大丈夫。
Ｐ⑫.ＯＳＡＳに注意、気をつけたい目の病気

猪爪弁財天（いのつめべんざいてん） 丸岡町猪爪八幡神社敷地内

猪爪は 1580 年頃の記録では「井のつめ」と呼ばれ、湧き水の豊かな土地であった。北に「たいちん
池」東に「弁天清水」の湧水池があった。
「福井県の地名」辞典ではこれらの池は八幡町にある河濯
社の別当寺 真言宗修験 泰長院によって管理されていたと云われている。元禄 12 年(1699)以来，
八幡神社の近くに、弁天堂を建てて弁財天を祀っていた。福井震災で倒壊し、その後弁財天を修復
し、現在の場所の弁天清水に祀られている。先人たちは池の水を飲料水や潅漑に用いていたが，昭
和 50 年に弁天清水は埋め立てられ，現在は池の一部を残して芝生公園になっている。
(事務局）〒910-0254
Tel（0776）67-0410／Fax（0776）67－4811
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
(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

クラブ広報委員長 林田數一
会報委員長―玉川佳一 副委員長－桑野賢吾
委員―東角操・大久保政幸

