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NO，１５６６

ＭＡＲＵＯＫＡ
今 週 の例 会

第 １５６６回

平成２２年 ４月２１日（水）
お花見例会
たけくらべ温泉にて
６時 点鐘
次 週 の例 会

http://www.maruoka-rotary.com
創立 昭和 53 年 3 月 21 日

会長

承認 昭和 53 年 4 月 6 日

下田重道

幹事

第 １５６７回

平成２２年 ４月２８日（水）
外部卓話
『老人福祉の現状とこれから』
ｱｶﾈｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ 中 村 公 雄 様

奥村雅徳

１５６５回 例会 委員会報告 （４月１４日現在）
【出席委員会】
今日のロータリーソング
『 奉仕の理想

』

会員数

出 席

欠席届有

36

25

11

ﾒｰｸｱ
ｯﾌﾟ

欠席届無

0

出席率％

0

69.44

【ﾒｰｷｬｯﾌﾟ】4/16 石橋会員（福井水仙RC）

【ロータリー財団特別寄付】 本日12,000円 本年度累計604,000円

下田会長 挨拶
みなさん こんにちは。
本日の卓話は、山本雅人
会員です。後ほどよろしく
お願い致します。
昨日、友好クラブの山中
RC 創立４５周年第２２５
２回の記念例会・懇親会が
河鹿荘ロイヤルホテルにて
開催され、幹事の奥村さん
と行って参りました。１
１：００の登録受付から午
後２：３０の閉会まで、田中實会長の下、大変厳かな中にも和気藹々とした
雰囲気に包まれ式次第が進行しました。祝辞の寺前秀一加賀市長に続いて国
際ロータリー第２６１０地区の中川可能作ガバナー（金沢香林坊 RC）が祝辞
と記念卓話をされました。非常に気さくなガバナーで、聴衆を引きつける話
し方の中にも、現在置かれている日本のことや、ロータリーの状況を案じて
いることが良く分かりました。懇親会では、「山中節おどり」や「獅子踊り」
も見せて下さり、大変感激を致しました。
大変盛大な４５周年記念例会でしたが、田中会長は、５０周年には丸岡 RC
から是非みなさん全員をお呼びし、もっと盛大に開催しますと言われました。
ロータリーに入っていると、いろいろ大変な思いをしますが、様々な人々と
縁ができることが非常にうれしいことだと実感しました。ガバナーのいとこ
が熊堂に住んでおられとか、金沢 RC の幹事（叔父さんが会長）の先祖は明治
の初め頃丸岡から金沢に移ってきたとか、又、小松の会長さんはじめ多くの
方が丸岡城へ桜を見に行って来たばかりだと、言って下さいました。大雨で
したが、大変有意義な時間を過ごすことができました。ありがとうございま
した。

林田（千）・下田・金・奥村・髙尾・高山・島田
目標達成者ー池田・ 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】

本日14,000円

本年度累計694,000円

林田（千）・下田・金・奥村・髙尾・野尻・高山・島田
目標達成者ー池田・下田・金・奥村・髙嶋・横山・林田（恒）・下村・山田
髙尾・倉本・桑野・玉川・高山

【ニコニコ箱】
････順不同・敬称略

本 日 の 合 計

本日迄の累計

前年度実績

46,000円

1,309,400円

1,271,000円

下田・・・山本雅人様、卓話ありがとうございます。山中ＲＣ４５周年に出席させてい
ただきました。
奥村・・・山本会員、卓話頑張って下さい。
中島・・・山本さん、卓話ご苦労様です。結婚記念日、妻の誕生日を自祝して。
林田（數）・・山本さん卓話ご苦労様です。結婚記念日、妻の誕生日を自祝して。
石橋・・・妻の誕生日を自祝して。
北・・・・・山本さん、ご苦労様です。結婚記念日を自祝して。
金・・・・・本日所要があり、早退致します。
髙嶋・・・山本さん、卓話ご苦労様です。誕生日を自祝。
林田（恒）・・山本さん、卓話ご苦労様です。妻の誕生日を自祝して。
下村・・・山本さん卓話ご苦労様です。結婚記念日を自祝して。
髙尾・・・山本さん、卓話ありがとうございます。
倉本・・・山本さん、卓話ご苦労様です。
桑野・・・山本さん、卓話ご苦労様です。とても楽しみです。頑張って下さい。
野尻・・・山本さん、卓話ご苦労様です。
玉川・・・山本さん、卓話ありがとうございます。楽しみにしています。
高山・・・山本さん、卓話ご苦労様です。誕生日を自祝して。
島田・・・山本さん卓話ご苦労様です。結婚記念日を自祝して。
山本・・・本日卓話させていただきます。よろしくお願い致します。

奥村幹事 報告
《ロータリーの友 ポイント紹介》
金 雑誌・資料・IT 委員長
【理事会 報告】５月

プログラム

５日

祭日にて
ＲＹＬＡ

１９日

外部卓話

福井テレビ

未定

２６日

外部卓話

吉村美幸様

明るい生き方していますか？

※

大道

恵さん

休会

１２日

参加報告

ポリオ撲滅運動（2008.4.6）の募金を送金致します。

月曜日
県内クラブ
例

会

日

福井東 ＡＯＳＳＡ
敦賀西 ｻﾝﾋﾟｱ敦賀
Pm7:00点鐘

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

Ｐ12.ご投稿をお待ちしています。
投稿しなければ載せられないので、先ず、投稿して下さい。コツは自分のクラブ
はどうなのか、『友』を読んで自分のクラブの活動をわかって下さい。その活動が他
のクラブでしていない場合、当たり前のようでも簡単に掲載されます。
P20 グレッグ モーテンソン氏 今度、モントリオールで行われる国際大会
で講演をされる方です。パキスタンの村長との偶然の出会いが、登山家でベ
ストセラー作家である彼を教育者に変えた。
P34 ２月２３日のロータリーの誕生日に、ﾛｰﾀﾘｰの活躍をｱﾋﾟｰﾙしませんか？
日本ではまだないので、丸岡城でのアピールはどうでしょう？

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 ！

新会員卓話

山本雅人会員
職業分類：繊維品加工（丸岡ｱｰﾄﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞ㈱課長）
初めて、卓話をさせていただきま
す。よろしくお願い致します。
私は丸岡町篠岡で生まれました。
丸岡高校の裏側の辺りで、今、桜並
木が若くてほっこりと咲いています。
私も桜のようにほっこりと生きたい
と思っています。
篠岡は１４戸の小さな町です。
昭和３４年５月３０日生まれで、今
年丁度、半世紀の５０歳です。父母
は昔から機業を営み、今も元気に働
いています。妻と長女、長男の６人
暮らしです。
私は長畝小学校―丸岡中学―丸岡
高校―金沢経済大学と進み、卒業後丸岡信用金庫に入庫いたしまし
たが、平成１６年に丸岡アートプリンティングに転職いたしました。
最近気にかけていることは、今、市議会選の最中ですので選挙の
ことと、皆さんも興味があると思いますが、第一生命の株のことで
す。信用金庫に入ったときに、保険のおばちゃんに勧められ、お客
様でもあるので小さいのに一つ入りました。先だって第一生命が東
証一部上場ということで、契約者に株を配当ということになり、端
数分の現金が入り、チョットしたボーナスとなりました。何株かあ
りましたので、売り出し当初は１６万円で、一時下がりましたが、
今日の新聞で１６万３千円ということで、チョット儲かったかなぁ
と嬉しい気持ちです。そして仕事の事が気になります。お手元にあ
ると思いますが「仕事の欠乏症の人」の文書です。これは私が気を
引き締めるための一つの戒めとして机に張ってあるものです。

毎日これを読んで実行していれば、聖人
君主になれるのですが、なかなか実行で
きません。一つでも多く実行できるよう
に頑張っています。

歴史探訪

たぶの木

４月

桑野親睦委員長

祝事

会員誕生日
１６日
髙嶋勝美
２０日
高山孝一
２８日
南 利明

２日
５日
10 日
21 日

結婚記念日
３日
林田數一
８日
北 勇一
８日
下村晴夫
12 日
島田利男
16 日
前川重雄
20 日
中島忠信
25 日
東角 操
会員夫人誕生日
中島会員夫人 栄子様
林田(恒)会員夫人紀美代様
林田(數)会員夫人千恵美様
石橋会員夫人 里恵子様

結婚記念日

相手の好意・・・・礼を言わない人
成功すると・・・・高慢になる人
失敗しても・・・・謝らない人
理屈ばかりで・・・動かない人
しないうちから・・逃げる人
出来ない理由を・・探す人
弱音ばかりを・・・吐く人
嫌と思ったら・・・絶対しない人
自己弁護の・・・・うまい人、多い人
他人の欠点ばかり・指摘する人
相手の立場を・・・考えない人
予定を立てても・・すぐ崩す人
批判はしても・・・意見のない人
挨拶一つ・・・・・きちんとできない人

15 年間、信用金庫に勤めていましたが、その中で自己
啓発、信用力、法令順守そしてコミュニケーションをし
っかりと叩き込まれました。しかし、それによる金銭感
覚のずれや守秘義務へのプレッシャーも非常にきついも
のでした。丁度その頃、信用金庫の合併もあり、不安を話していた
ので、今の社長が転職を勧めてくれました。
今の会社に入っても、最近の社会情勢をみると思ったより厳しいこ
ともあります。
ロータリーに入ったきっかけは社長より、私の代わりに奉仕活動
をしてくれといわれました。皆さんのご指導を受けながら、ロータ
リーの活動に励みたいと思います。今後ともよろしくお願い致しま
す。

会員誕生日

わからないのに・・・聞かない人
わからないことが・・わからない人
わかっていても・・・言わない人
わかっているのに・・しない人
聞かれても・・・・・教えない人
教えないのに・・・・やらせる人
知っていても・・・・伝えない人
聞いても聞いても・・忘れる人
注意しても・・・・・きかない人
呼んでも・・・・・・返事をしない人
返事はしても・・・・すぐ動かない人
約束しても・・・・・すぐ動かない人
待たせても・・・・・平気な人
困っていても・・・・頼まない人

私の好きな言葉で、青島幸男さんの書かれた本の中に
『人間 万事 塞翁が馬』という言葉があり、人生思いが
けないことが、幸福を招いたり、不幸につながったりし
て、誰も予測がつかないこと。また、だからやたら喜ん
だり悲しんだりしてもはじまらない。ということです。
ちょっとしたことで喜んでいると、他の人から見ると何
を浮かれているのだと思われがちになります。又、極端
に落ち込んでいますといらぬ心配をかけ、なかなか治す
ことが出来ません。この言葉をかみ砕いて思い、人と接
しています。

（丸岡町霞） 坂井市の天然記念物

この地に樹齢数百年の松や杉、けやき、楓、いちょう、たぶ等の大木が茂っていました。国神神社がこの
地に移され、周囲に柵をめぐらし「牛馬つなぐべからず」の禁札が立てられていました。昭和 23 年の福
井震災で神社境内の数百年を経た大杉、大銀杏、大けやきなどが焼けてしまいましたが、その中で、唯一
たぶの大木のみ焼失を逃れました。現在も、路肩に神木として、しめなわを張られ大切に保存されている。
たぶの木は樹齢 400～500 年位で、丸岡城が最初に建てられたころより茂っていたことになる。
(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

