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次回例会

本日の例会
平成２８年１０月５日（水）
18：30

19：30

第 1869 回例会

開会点鐘
ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ斉唱（君が代・四つのテスト）
会長の時間 祝事
幹事報告・委員会報告
ロータリーの友(10 月号)解説 金会員
クラブ協議会
「出席向上に向けての
例会開催曜日時間変更について」
閉会点鐘

平成２８年１０月１２日（水）
第 1870 回例会
⇒ 平成２８年１０月１５日（土）ＩＭ ５組
振替になります。１０月１２日は休会です

今後の予定
平成２８年１０月１９日（水）

米山奨学生卓話 CHEW, TZE ERN （ﾁｭｰ, ﾂﾞｳﾝ）さん
マレーシア 女性 福井工業大学 4 年
（お世話クラブ： 福井西 RC）

平成２８年１０月２６日（水）

お知らせ

外部卓話

10/16(日)ウイングカップソフトホール大会開催
9：00～あわら市国影グラウンド
10/29(土)地域別職業奉仕担当者会議（福井）
林田千之委員長 松井委員 出席予定
11/19(土)福井県下ＲＣ 会長幹事会開催

月 曜 日

火 曜 日
福井南・繊協ﾋﾞﾙ8F大ﾎｰﾙ
勝 山・勝山市民活動ｾﾝﾀｰ
武 生・武生商工会館
若 狭・ﾎﾃﾙせくみ屋
福井ﾌｪﾆｯｸｽ・ｸﾞﾗﾝﾕｱｰｽﾞﾌｸｲ
**

水 曜 日

第 1872 回例会

福井銀行丸岡支店
支店長 渡辺史郎様

山中ロータリークラブとの
合同例会は１１/１６（水）に決定！
ゴルフコンペ・懇親会等詳細は後日連絡します。

福井県内クラブ例会日・開催場所
福井東・ｱｵｯｻ3FWel Aossa

第 1871 回例会

*＝19:00開会 * *＝18:30開会

木 曜 日

金 曜 日

福井北・ｸﾞﾗﾝﾕｱｰｽﾞﾌｸｲ
福 井・ﾕｱｰｽﾞﾎﾃﾙﾌｸｲ
福井西・ﾊﾞｰﾄﾞｸﾞﾘｰﾝﾎﾃﾙ
敦 賀・福井銀行敦賀支店2F 武生府中・農協会館３Ｆ
三 国・三国観光ホテル
鯖江北・神明苑内
* 福井水仙・福井ﾊﾟﾚｽﾎﾃﾙ
鯖 江・鯖江商工会館３Ｆ
大 野・大野商工会館1F
* 敦賀西・プラザ萬象 福井あじさい・ﾘﾊﾞｰｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ
丸 岡・城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

会 長 の 時 間

会 長

山 下 健 治

刀根ガバナーはじめ幹事団の皆様、そして三国のメンバーの皆様、丸岡にお越しいただきありがとうございます。
このようにふたつのクラブが合同してガバナー訪問を受けることにより、地区内全クラブを半分の日程で、そして
早い時期に回れることは大変すばらしい改革だと感じております。丸岡は昨年１月より例会時間を夜に変更したた
め、このように昼に行う例会は久々です。また丸岡では、例会での食事を無くして会費を下げ、その結果、多くの
新入会員に入会して頂き、時代の変化というカーブにハンドルを合わせていますが、あまり急ハンドルを切ってス
ピンしないよう努力している次第です。今日はガバナーから直々にお話を伺えることを大変楽しみにしておりま
す。合同開催は初めてですので、大変至らぬ点が多々あると存じますが何卒ご了承賜りたいと存じます。

幹 事 報 告

幹 事

来 簡
≪ガバナー事務所より≫
①インターアクト夏期研修報告書
②2015-16 年度 財団補助金 年次財務調査完了のご報告
9/17 調査 正常に機能している事が証明されました。
③お礼状 刀根ガバナーより
9/28 ガバナー公式訪問
④「世界ポリオデー」に向けての
ポリオ撲滅活動募金のお願い
⇒丸岡ＲＣでは、例会時に寄付していただいている
ロータリー基金より半期に１度お一人様千円ずつを
募金しています。
⑤「世界ポリオデー」関連イベント実施情報
ご提供のお願い
⑥ＲＡＣＮＥＷＳ 2016 ２号
≪他クラブより≫
①活動報告書

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC

杉 本 政 昭

ビジター受付のみ 12：00～12：30
福井 RC
木 10/6,20,27
福井東 RC
月 10/3
福井西 RC
金 10/14
福井南 RC
火 10/18,25 11/15,22
福井北 RC
水 9/21
福井あじさい RC 金 10/14 12/16
三国 RC
金 9/30 10/7
武生府中 RC
木 9/29 10/6
武生 RC
火 10/18
敦賀西 RC
木 9/29 10/13,27
若狭 RC
火 10/20
※ 地区内のクラブ間の例会行事等の連絡方法が変更に
なりました。
各クラブの例会情報は、
ビジター受付のみ
18：00～18：30
２６５０地区のホームページの
福井水仙
RC
木 10/27
「クラブ情報」→「例会情報」でご確認ください。

≪その他≫
①

ガバナー公式訪問
９/２８（水） 三国ロータリークラブ と合同にて開催 高椋コミュニティセンターーにて
にこやかに記念撮影をしました。

ガバナーアドレス
ロータリー第２６５０地区 ２０１６―１７年度 ガバナー 刀根 荘兵衛様
本日は合同公式訪問例会という事で、
三国 RC 様そして丸岡 RC 様今回この合同公式
訪問例会に御理解と御協力を賜っておりますことを厚く御礼申し上げます。
ＲＩ会長 JohnF.Germ（ジョン・ジャーム）氏ついて
まず最初に、本年度の RI 会長ジョン・ジャーム氏のプロフィールそしてまたテーマに
ついてご説明させていただきます。
本年でロータリー歴４０年を迎えられるそうでござ
います。御年齢は今年で７７歳を迎えられるとお聞きしております。青年時代は大変苦
労が多く、御両親が大学の授業料を支払う余裕がなく、職業訓練校を通ったのちに機械
工場や大学の食堂で働きながらテネシー州立大学に通ったそうです。
大学卒業後すぐに
アメリカ空軍に入隊、大尉まで昇格なされました。軍役が終わり故郷にあるエンジニア
の会社に就職されます。
そこで持ち前のバイタリティーと才能を開花させまして入社後
１０年で会社の CEO 兼会長に就任されその時に３７歳でロータリーに御入会された
そうです。会社経営のほかにも様々な社会的な活動に携わられ、大学に通う事の出来な
い学生に奨学金を支給するようなプログラムにも参加されておられます。
ロータリー歴
は RIM 副会長、理事、財団管理委員、規定審議会議長など数多くの要職を御歴任なさ
れておりますが、
特にポリオ撲滅の為の２億ドルチャレンジの委員長としましては大活
躍をされ、
目標をはるかに上回る２億２８７０万ドルの募金を集められたとの実績は特
質すべきものがあります。またポリオに関してはジャーム会長のお父様がポリオ患者であり、非常に強い思い入れのある
プログラムとなったわけでございます。子供たちをポリオから守ることができるようになったわけであります。その当時
大人はポリオに免疫があるのだと言われていたのですが、
すべての人にそれが当てはまるという事ではなかったようです。
ジャーム会長が子供の頃、お父様が突然歩けなくなったという事があり、お父様は成人してからポリオに感染し二度と立
ち上がる事が出来なくなってしまったそうですが、家族の助け受け賢明なリハビリによりポリオに打ち勝つことが出来た
そうです。お父さんの必死のリハビリをする姿を見てジャーム会長はポリオ撲滅を誓ったそうです。
ジャーム会長の最も大切にしている価値観として、インテグリティ（integrity）という言葉が使われております。日本語
で誠実でブレないという言葉です。誰も見ていないときに正しいことをする事なんだと言っております。倫理的な原理、
原則がしっかりしていて強いものから言われたと言って自分の立場を変えたり、自分の利益になるからといい加減な嘘を
つかないという事だと思います。誠実で約束を守り抜く強い精神をお持ちの今年度のジャーム会長のリーダーシップにお
おいに期待したいと考えております。
そのようなジャーム会長の本年度のテーマですが、Rotary Serving Humanity（人類に奉仕するロータリー）です。大
変シンプルな言葉ですが、ロータリーの本質を表す言葉だという事でテーマに選ばれたそうです。ロータリーは創立当初
から Service（奉仕）という事を目的としていて、特にそれは一人に対する奉仕、人類に対する奉仕、Service がロータリ
ー運動の本質という事でございます。このテーマを達成するには誠実性、多様性、寛容、友情、平和を信じ意欲と思いや
りと知恵に溢れた人が必要であり、多様性のある人々が入会して活動したいと感じるような柔軟性のあるクラブになって
ほしいと言っておられます。１２０万人の全世界のロータリアンが一つのチーム、ロータリーチームとして一丸となって
このテーマを実践して頂きたいと願っておられます。このテーマを実践するには一人一人のロータリアンが毎日一回何か
一つ良いことを行う事を心掛けてもらいたいとジャーム会長は強調されております。これだけの事かもしれませんがこれ
が私達がロータリーに居る理由であり、
成すべきことなんだ
という事です。最善を尽くして人類に奉仕し、出来る限り多
くの人の人生をより良くする事が私たちの役目です。
地区のスローガンについて
ジャーム会長はロータリーの本質は Service だ、人に対する奉仕だと言われております。ロータリーの本質である
Service という事をもう一度振り返り日本のロータリーが進むべき道を皆さんと考えてみたいと思います。
よくロータリーは曲がり角に来ている、
ロータリーは何処に行くのか、
こんな言葉が交わされて何年経った事でしょうか。
しかし、気づけばその大きな曲がり角を通り過ぎてしまった感じがします。世の中のあらゆる優良な職業から選ばれた人
達が原則的に毎週開催される例会に集い、例会の場で事業系の在り方を学び、友情を深め自己研鑽をはかり、その結果と
して奉仕の心は育まれてまいります。例会で高められた奉仕の心を持ってそれぞれの家庭、職場、地域社会に帰り、奉仕
活動を実践いたします。これが理想とされるロータリーライフです。かつて国際ロータリーが、ロータリアンにロータリ
ーとは何かの認識を深めてもらう為にRIの組織の中にロータリー真の姿委員会を設置し検討を重ねたことがありました。
ロータリーの真の姿とは ESS で表される結論に達しました。
E（エンジョイ・楽しむ）例会で地域の職業を代表する人たちが信頼感を高め、心から楽しむ。
S（スタディ・学ぶ）思いやりの心で人の役に立つという奉仕をごく自然に自分の生活の中に生かし、世の為人の為に尽
くすこと。S（スタディ・学ぶ）ロータリーから人生哲学、職業倫理を学ぶ、自己研鑽し人間性を高める。この ESS がロ
ータリーの真の姿であり、ロータリアンが互いに磨きあい、学び、楽しみ、奉仕することが人間の真の満足を満たすこと
である。このような素晴らしい１２０万人の世界中のロータリアンの輪の結集が世界的な紛争の抑止力となり、結果的に

国際理解、親善、平和を推進する事に繋がっていくと考えます。人間が本来心の奥に持っている目に見えない精神。人の
為に役に立ちたいそんな心を発掘し育むことでもあります。これがロータリーの生命力であり、原点でもあります。奉仕
する人を育成し社会に出すことがロータリーの本質である。
ロータリーの原点に立ち、これからのあるべきロータリーの姿をもう一度見つめ直し、現在（いま）を刷新、リニュー
アルすることが必要あると考えます。私たちはもう一度ロータリーのあるべき姿を思い描き、夢を語り未来を見つめ、高
い理想を求め、そこから今を創造する刷新することが求められています。
2016～2017 年度はロータリーの未来を皆様と共に考える一年に出来ればと思い地区のスローガンを次のようにいたし
ました。
「夢を語り、現在を刷新」行き先を見つめ理想の未来を思い描き、今個々を見直し刷新しましょう。素晴らしい未
来を創る為でございます。
今一度私たちは、ロータリーの奉仕の原点に立ち返り、これからの私たちのロータリーがどう在るべきか、どう在りう
るのかを考える時期に来たのではないでしょうか。ロータリーにおける自己研鑽の効果が、社会的に高い評価を受け、ロ
ータリーに魅力があればロータリーは自然と発展するものだと考えます。ロータリークラブが、２１世紀の新しい夢に向
かってさらに大きく飛躍発展することを心からご祈念申し上げまして私の話を終らせていただきます。ありがとうござい
ました。
＜感想＞ 私は若いころ JC に所属していました。地域の活動に参加し、青少年育成の事業を率先して活動し、地域の為や
人の役に立ちたいと思っていた時期がありました。残念ながら家業の倒産があり、JC を退会しなければいけなくなり悔し
い思いをしたことを思い出します。人の為に何か。夢を語る仲間たちと一緒に。それを出来なくなった時の悔しさは何故か
辛かったのを思い出しました。今自分でなんとか起業し、この丸岡 RC に入会させてもらい、また地域の為や人の為に行動
できることをうれしく思います。自分は今このような素晴らしい場所に居させてもらえてる事に素直に嬉しく思えるように
なっております。今後の活動に素晴らしく役に立つお話でした。
（文責 笹埜 博）

委員会報告

９月２８日（水）

◆ロータリー財団◆
寄付者 １３名
釣部 林田千之 下田 林田恒正 山下 東角
倉本 倉田 杉本 松井 道木 上屋敷 笹埜
◆米山奨学会◆
寄付者 １２名
釣部 林田千之 下田 林田恒正 山下
倉本 倉田 杉本 松井 道木 上屋敷 笹埜
◆ニコニコ箱◆
寄付者 ２７名
刀根ガバナー様
木村ガバナー補佐様
山本幹事長様
橘副幹事長様
三国ロータリークラブ様
三国 RC 安田会長様
月間様
佐孝様

◆出席状況◆
例会日

会員数

9/28

３６

出席委員会
出 席

届有欠

届無欠

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ

出席率

２１

８

５

２

63.89%

【メーキャップ】 9/27 福井ﾌｪﾆｯｸｽRC 柿木 9/29 福井水仙RC 金 9/28分
9/29 福井東 RC 林田數一 10/12 分

◆寄付金の状況◆
ニコニコ箱
ロータリー財団
米山記念奨学会

山下会長 刀根ガバナーはじめ幹事団の皆様 そして
三国 RC の皆様ようころ丸岡へ
ガバナーアドレスを聞いて明日からの活動に
活かしましょう。
杉本幹事 ガバナー公式訪問・合同例会宜しくお願い
致します。
南
刀根ガバナー公式訪問ありがとうございます。
釣部
刀根ガバナー公式訪問ありがとうございます。
林田千之 刀根ガバナーようこそ。
山岸
刀根ガバナーをお迎えして！
小見山
RI Dis2650 三国 RC 丸岡 RC 合同Ｇ公式訪
問に際し刀根Ｇ・山本幹事長・橘副幹事長・木
村Ｇ補佐様をお迎えし、よろしく御指導の程を。
又、三国 RC の皆様ようこそ丸岡 RC へ。
ともに学びましょう。
林田數一 刀根ガバナー公式訪問ありがとうございます。

ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会
９月２８日
累計
会費含む累計
71,000 円
387,000 円
822,000 円
17,000 円
174,000 円
14,000 円
174,000 円

北
下田

刀根ガバナーをお迎えして
刀根ガバナー・三国 RC 様ようこそ。
本日はよろしくお願いします。
奥村
刀根ガバナーようこそ。本日はよろしくお願いします。
林田恒正 ガバナをお迎えして。
倉本
刀根ガバナーをお迎えして。三国丸岡 RC 合同例会
御苦労様です。
倉田
三国 RC の皆様ようこそ。刀根荘兵衛ガバナーお世話に
なります。よろしくお願い致します。
松井
三国 RC の皆様ようこそ。刀根荘兵衛ガバナーお世話に
なります。よろしくお願い致します。
松田
合同例会よろしくお願いします。
道木
刀根ガバナー・三国 RC 様本日はよろしくお願いします。
上屋敷
刀根ガバナー本日はよろしくお願いいたします。
笹埜
本日合同例会よろしくお願いします。

丸岡ロータリークラブ
会員数：３６名 例会場：丸岡城のまちコミュニティセンター
例会日：毎週水曜日 18 時30 分
事務局：〒910-0251 福井県坂井市丸岡町一本田福所 22-24-3 東角建設(株) ２F
TEL 0776-67-0410 FAX 0776-67－4811 E-mail webmaster@maruoka-rotary.com
クラブ広報委員会 委員長―奥村雅徳 会報委員会 委員長―倉田教信 副委員長―道木宏昌
委員―青池 進 前川 徹 瀬野友伸 笹埜 博

