
 

  

平成２９年４月１７日（月）第1891回例会 
米山奨学生 紹介 
新入会員卓話 納谷 隆俊 会員 

平成２９年４月２４日（月）第1892回例会 
＜例会日時変更＞ 
⇒４月２１日（金）三国ＲＣと合同例会 

平成２９年５月１日（月）休会 

平成２９年５月８日（月）第1893回例会 
 卓話内容未定 
 

平成２９年４月３日 発行 

福井県内クラブ例会日・開催場所　

福井東・アオッサ3FWelAossa 福井南・繊協ビル8F大ホール

福井ﾌｪﾆｯｸｽ・ｸﾞﾗﾝﾕｱｰｽﾞﾌｸｲ

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

敦　賀・福井銀行敦賀支店2F
鯖江北・神明苑内 * 福井水仙・福井パレスホテル
大　野・大野商工会館1F

福　井・ユアーズホテルフクイ
武生府中・農協会館３Ｆ

鯖　江・鯖江商工会館３Ｆ
三　国・三国観光ホテル

福井あじさい・リバージュアケボノ

福井西・バードグリーンホテル

* 敦賀西・プラザ萬象

福井北・グランユアーズフクイ
*丸岡・城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

　　無印＝12:30開会　　＝19:00開会*

金 曜 日木 曜 日水 曜 日火 曜 日月 曜 日

平成２９年４月３日（月）第1890回例会 
19：00  開会点鐘 

君が代・ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ（四つのテスト）斉唱 
会長の時間・祝事 
幹事報告・委員会報告 
ﾛｰﾀﾘｰの友４月号解説 金 雑誌広報IT委員長 
ゲストスピーカー 
 えちぜん鉄道 専務取締役 伊東 尋志 様 

            『地方創生について』 
20：00  閉会点鐘 

平成２９年４月１０日（月）振替休会 
⇒４月９日（日）地区大会（サンドーム福井） 

地区大会終了後、一筆啓上茶屋にて花見懇親会 

 

本日の例会 次回例会

4/ 6(木) 国際交流事業基本調印式（タイ・タクアパＲＣ）  
山下会長以下３名訪タイ  

4/ 8(土) ＲＩ会長代理歓迎晩餐会（ホテルフジタ福井）  
山下会長・杉本幹事出席 

4/16(日)  地区職業奉仕「講演会」（京都） 
      林田千之職業奉仕委員長出席 

4/16(日) U-9坂井市少年サッカー大会（丸岡ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ） 
      担当：青少年奉仕委員会  

4/23(日) 米山奨学生・ｶｳﾝｾﾗｰのためのｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ（京都） 
青池カウンセラー 王さん 出席 

4/30(日) 地区研修・協議会開催（京都） 
次年度理事出席 

5/13(土) 島原南ＲＣ ３０周年記念式典 11名出席 

5/14(日) 敦賀ＲＣ ６０周年記念式典 金エレクト出席 

お知らせ

今後の予定



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

本日は三国ＲＣから安田会長、斉藤幹事と３名の会員にお越しいただきました。4月21日に三国で開催される

合同例会のＰＲということで後ほどご挨拶して頂きますが、合同例会のＰＲに来られるということはあまり記憶に

ありません。どうかその辺を忖度（そんたく）して多くの会員に出席して頂きますようお願いする次第です。 

ちょうど本日の会報の「会長の時間」欄に三国の話題が出てきて、三国の街の活性化への取組が進んでいること

が載っていますが、私の会社の前の福井銀行霞支店は先月より取り壊しが始まり、丸岡城が大変良く見えるように

なりました。昨日は朝早くから、町内の方が協力して桜の造花の飾りつけをしたのですが、参加されている町内の

方を見回すと、かつてはほとんどの方が町内で商店を営んでいた方ばかりでしたが、今はお店をやっている方より、

閉めている方が多く、後継ぎがいるお店は５軒ほどしかないのが現状です。かつての商店街がなくなっていく中で、

桜の造花だけが賑かそうに見えるのは大変さびしい思いです。そういう状況の中で、4月2日の社会奉仕委員会

のボランティア婚活の効果が出てくることに強く期待したいと思っています。 

４月6日にタイのタクアパＲＣへ行って今度の国際奉仕事業の基本協定の締結をしてきます。また、9日は地

区大会が行われますが、今年は鯖江のサンドームですので、夕方丸岡に帰ってきて一筆啓上茶屋2階で花見懇親

会を開催します。丸岡城の桜が良く見える場所ですので、地区大会欠席の方も是非花見だけでもご参加ください。 

昨日は青山学院大学の原駅伝監督の講演会を聞いてきました。１０年後には箱根駅伝で優勝すると目標を定め、

１年目にすべきこと、明日すべきことをきっちり決めて、あきらめずに取り組んできた結果、目標より１年遅れま

したが１１年目に優勝でき、夢に向けてあきらめずに取り組む大切さを聞いてきました。講演会の後は福井工大と

健大高崎の両者共にあきらめない試合を見て、その後は稀勢の里のあきらめない姿に感動しました。あきらめない

ことが特に大切だと感じた一日でした。では、関山会員、今日は卓話頑張ってください。 

幹 事 報 告 　幹　事　　杉　本　政　昭

来 簡 

≪ガバナー事務所より≫ 

①次年度「クラブロータリー情報委員長会議」開催のご案内 
日 時 2017年5月27日（土）13時～ 16時  
会 場  京都ホテルオークラ 

②国際ロータリー日本事務局経理室から 
2017年4月のレートのお知らせ 
1ドル＝116円 （ご参考：2017年3月＝116円） 

③アトランタ国際大会の「信任状」について  ⇒ 3/29提出 
④2016-17年度まちづくり基金奨励金のご案内 
⑤ローターアクト地区大会のご案内 

≪他クラブより≫ 

なし 
≪その他≫ 

 ①「きらきら田園大関」 大関まちづくり協議会より 

   

ビジター受付のみ12：00～12：30 

福井RC 木 4/13 

福井あじさいRC 金 4/14 6/30 

三国RC 金 4/21  6/30 

武生RC 火 4/11,25 

敦賀西RC 木  4/6 

大野RC 水  4/5,12 

 

ビジター受付のみ18：00～18：30 

福井水仙RC 木  4/6 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火  6/6 

 

会 長 の 時 間 　会　長　　山　下　健　治

 

合同例会ＰＲ                          三国ＲＣ 

2017学年度 米山奨学生  

カウンセラー委嘱状 

青池会員にお願いします。 

４/１７ 奨学生 ワン・リチンさん 

例会出席予定 

 

4/21 加賀ＲＣ 丸岡ＲＣ 三国ＲＣ合同例会について 

三国ＲＣの継続事業「セイタカアワダチソウ駆除事業」で、毎年一部沿線に菜の花を

咲かせています。景観のよいこの時期に、貸切電車で楽しいひと時を過ごしましょう。 

ぜひ、御参加下さい。 

   9：45 受付開始 （えちぜん鉄道三国港駅）11：50 西長田駅 出発 

   10：15  開会点鐘                  ナナ・イロ 演奏 

11：00 電車出発（食事・歓談）      12：15 閉会挨拶 

11：47 西長田駅 到着          12：25 三国港駅 到着 

会長 安田一英 様 
幹事 齋藤 重一 様 

委嘱状 授与                      米山記念奨学会 

重なり合うハートは「ロータリアン」と「奨学生」

を表しています。 外国人留学生の支援・交流を通じ、

国を超えた絆や信頼関係を築き、やがて、一人ひと

りの胸に世界平和を願う”心” を育てるという、事

業創設の願いが込められています。 

 手は、そうした”心”を生み出すと同時に、当事業

がロータリアンの手で支えられていることを示して



新入会員卓話                     プログラム委員会 

『 アドラー心理学を知る 』                   関 山  雄 士  会 員 

                      改めまして、皆さんこんばんは 

わたくし、福井県あわら市あわら温泉で、あわらグランドホテル・ゆ楽・ぐらばあ亭と一族で旅館
を営ませていただいております、関山雄士です。よろしくお願いいたします。 

今回は新入会員卓話というチャンスを頂戴しまして、丸岡ロータリークラブ入会承諾をいただきま

した会員の皆様、会長様、そして推薦人である三寺さんには大変感謝しております。 

推薦人である三寺さんとは、父・叔父からのつながりで、私は仕事関係にとどまらず様々な相談を
聞いていただいたりアドバイスをいただいたりと勝手に身内、兄のような存在と思っております。
そんな存在の三寺さんから誘いをいただいた丸岡ロータリークラブ、入会前は仕事の都合で出席で
きるかな？と心配に思っていました。しかし、例会に出席できる環境を整える努力をすることで一
歩一歩ロータリアン見習いから、ロータリアンに近づけるのではないか？と考え入会申 

請をしました。以前山下会長のお話にもありました、ロータリーに入ってからロータリアンを目指
す者がいても良いというお言葉で気が楽になった思いがありました。 

■アドラーとは 

１００年ほど前のオーストリアの精神医学・心理学者・個人心理学を提唱し今も人気がある・３大心理学者（アドラー・ユング ・

フロイト）の一人。アドラーは著作を多く残さず、また弟子を多く残さなかったことが名前が知られていない理由かも知れませ
ん。しかし、ベストセラー「７つの習慣」を書いたスティーブン・コヴィーや精神医学者フランクルなど多くの心理学者がアド
ラーの影響を受けていたとされています。ちなみに、アドラー本人は「私の名前が残らなくても構わない、何故ならそれは私の
考えがそれだけ普遍的な考えになったからだ」と言ったそうです。 

①原因論（だからできないんだ論）ではなく目的論（だから行動を起こそう論） 原因には意味ない、大切な本当にやりたい「目

的」を見つめ直すこと。「○○だから・・・」という言葉に縛られることなく、「でも○○したい！」ということを、もう一度考
えてみてください。 

②感情にも目的がある 人間は「できごと」や「理由」に押されて生きる弱い存在ではなく、誰もが「目的」に向かって進む強

い存在です。色々な理由のせいにして生きるのはもうやめよう。 

③劣等感はいいこと 劣等感解決は、不完全な自分を認め行動を起こすことのみ。大切なのは、自分の不完全さを認める勇気 

④人間は対等である 上から目線で話すことで相手も反発し人間関係はさらにギクシャクします。親しみを感じさせ「こうして

くれると嬉しい」という言い方をする。他人に、プラスの気持ちを伝えたいなら３つの言葉が重要「良い面を伝える」・「アイ・
メッセージ」・「ありがとう」 

⑤他者を信頼し貢献する 人間は共同体である「他者信頼」＋「他者貢献」→「自己受容」 

⑥課題を分離する（他人の課題と自分の課題） 他人の人生を必要以上に抱え込んではいけない、他人の課題に踏み込まない ＝ 

他人に自分の課題に踏み込ませない。自分の選択で行動することが大切 → 対等で独立した存在 → 誰かを支配しない、抱え込
もうとしない → 人間は全て自由 

⑦嫌われても気にしない 誰に嫌われてもいい、あなたが「他人のためになる」ことを信じる。「嫌われることをする」という

ことではなく「良かれと思って何かをして結果的に誰かに嫌われても気にするな」ということです。大切なのは他人の役に立っ
てるという自己満足感。大切なのは、あなたが信じることを行動し、自分の人生を生きること。その気持ちは必ず周りに伝わり
周りやひいてはあなたを幸せにする 

⑧自分をレベルアップさせる 「性格」ではなく「ライフスタイル」と考える。劣等感は他人との比較ではなく、「レベルアッ

プした自分との比較」で考えることが必要。他人になろうとしても決してなれない。また、なる必要も無い。自分の理想像を目
指し、自分が成長していくことが大切。大切なのは「行動」すること 

⑨大切なのは「今、ここ」 一度しかない人生を嘘で塗り固めてはいけません。今まで何があっても、どんな立場でも、大切な
のは「今、ここ」を生きること。過去と他人は変えることができない、未来と自分は変えることができるだれもが老い、いつか
は死ぬ、しかし毎日を精一杯生き誰かに何かを与えたのなら、あなたの存在は相手の中で必ず残る、すなわち「今、ここ」で行
動しさえすれば、あなたは永遠に生き続けるとこと同じである。 

 

私はアドラーに関する著書を読み、様々な感想を持ちました。理解できること、理解できないこと、わかってはいるけれど行動
できていないこと。でも一歩だけ踏み出そう、小さくても、変でも、恥ずかしがらず恐れず自分が本当に望む目的に前に向かっ
て一歩踏み出してみようという考えを持つことができました。本日のつたない私の話をお聞きいただいて、皆様の心にお留めい
ただくことにより、皆様のロータリアンとしての輝かしい人生がさらに尊いものとなりますよう心よりご祈念いたしまして、ま
た皆様の光で丸岡を、日本を、世界をより素晴らしいものとしていただけますようお願いし、私の人生唯一の新人卓話とさせて

いただきます。ありがとうございました。 

 

＜会員感想＞ 

様々な 口実を作って「今やるべきことをしない」ことを、アドラーは「人生の嘘」と呼びます。一度しかない人生を嘘で塗り
固めてはいけません。とありますが、人は弱いもので、目先のことでいっぱいいっぱいになりがちです。 

今やるべきことを、計画性をもってやらなければならないと、あらためて考えさせられました。  （文責 道木 宏昌） 



丸岡ロータリークラブ 
会員数：３７名 例会場：丸岡城のまちコミュニティセンター  例会日：毎週月曜日19時00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  

 

３/１９（日）ＰＥＴＳ（President Erect Training Seminar 会長エレクト研修セミナー）に参加してきました。 
参加しての第一印象は、RＩも地区も会員減少を極めて深刻に捉えていることでした。世界的にはロータリアンの

総数は微増です。しかし、これは東南アジア・アフリカ諸国で増えているためで、先進諸国では減少しています。さ
らに、日本では人口減少・企業数減少に伴い、毎年千人単位の会員減少が続いているとの事です。その為に会員資格
や例会の規定を大幅に緩和してきたのだと思われます。今では「ロータリーの精神を持っていること」がロータリア
ンである唯一の条件となっています。対人口当たりの会員数は、都市部で小さく一万人当たり数人に満たない程度に
比し、地方では数人から十数人程度になっており、地方において会員増強が難しくなっているとの事でした。 
このような環境の中で、「発展と未来をロータリアンの手で守って行く」為に、ロータリアンの若年齢化を図って

行くことと、ジェンダーバランスを図るために女性会員数を増やす努力が強調されていました。また、それを後押し
する目的で、会員条件の緩和、つまり主婦も入会可能であり、会費についてもクラブの細則で柔軟に対処できる（例
えば無職の人の会費を安くするなど）ようにクラブの裁量が大幅に認められています。 
大胆かつ柔軟な発想でクラブの持続性のある発展を図り、その一方でロータリーとして変えてはならぬもの、「超

我の奉仕」と「倫理の構築」の精神を堅持してゆくという考え方の必要性が、強調されていたと思います。 
それから、「クラブの未来像とビジョン形成」のテーマでのグループ討議がありました。講演を聞いた後ディスカッ
ションをするものですが、会員数３０～３９人の諸クラブのいずれも、世代交代期を迎え、新しい会員と古参会員の
２峰性が顕著で、ギャップが形成されている問題が指摘されていました。そこで自由に個性と能力を発揮し、意見を
言い合える多様性を確保する重要性と、その多様性を可能にする寛容（許し且広く受け入れる）の精神が必要である
と思いました。 

以上、丸一日大変くたびれましたが、得るものは多かったと云うのが実感です。 

 

 

 

委員会報告                        ３月２７日（月） 

4/2丸岡城桜まつり会場で開催予定のボラコン参加者が、男性２３名女性２１名集まりました。皆様、ご協力ありが
とうございました。男性は、親や知りあいからの申し込みが多数を占め、女性は、自ら積極的に申し込む傾向があ
りました。世相を反映しているなぁと感じます。また、当日のお手伝いもご協力お願い致します。 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 ２１名 
＜お客様 三国ＲＣ 安田会長・齊藤幹事・大嶋様・久田様・高須様 

山下会長 三国ロータリークラブの皆様、本日はようこそ丸岡へお越し頂き 

     ありがとうございます。関山会員卓話よろしく。 

杉本幹事 三国ＲＣの皆様、ようこそ。 

関山会員本日卓話宜しくお願いします。 

・三国ＲＣ皆様ようこそ・関山会員よろしく 

 ⇒釣部・林田千之・下田・奥村・倉田・竹内・松井・道木・竹澤 

前川重雄 林田恒正理事長、よつば保育園開園おめでとうございます。 

倉本   昨日のスポーツで、相撲・高校野球の延長１５回２試合連続 

引き分けと奇跡的なものをこの年になって初めて見せて頂き 

ました。 

水﨑   福井銀行霞支店跡が撤去されたので、お天守が見事に見えるよう   

     になりました。この景観を今後も残しておいて欲しいと思います。 
三寺   ボラコンの参加者人数集まりました。ありがとうございます。 

上屋敷  あじさいＲＣの例会に行って来ました。後ほど、少し報告させて 

     いただきます。 

◆出席報告◆  出席委員会 

例会日 会員数 出 席 届有欠 届無欠 
出席免除者 

欠席 
例会出席率 

3/27 ３７ ３０ ４ １ ２ 85.71% 

【メーキャップ】 3/27～4/3 事務局受付分   

3/24 福井あじさいRC 上屋敷未定分 3/30 武生府中RC 倉田4/9分 

3/30 福井RC 柿木3/27分 上屋敷未定分 

3/31 三国RC 林田數一4/3分 林田恒正3/13分  

例会日 会員数 出 席 ﾒｰｷｬｯﾌ゚  欠席者 
出席免除者 

欠席 
修正出席率 

3/13 ３７ ２８ ２ ５ ２ 85.71% 

 

 
◆寄付金の状況◆  ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 3月27日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 28,000円 865,000円 1,405,000円 

ロータリー財団 12,000円 518,400円 

米山記念奨学会 14,000円 470,000円 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者 １０名 
釣部 北 下田 山下 倉本 水﨑 杉本 竹内 松井 道木 

◆米山奨学会◆     寄付者 １１名 
中島 釣部 北 下田 山下 倉本 水﨑 杉本 竹内 松井 道木 

 

ボラコンへの協力依頼                 三寺社会奉仕委員長 

他クラブ例会への出席報告                  上屋敷会員 

4/24福井あじさいRCの「異業種交流例会」に参加してきました。 
6：30～例会にて会長の挨拶、その後、19：00～21：00円卓で、グループ毎に座っての懇談会 
懇談会では、自己紹介や歴代会長のﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの歴史等の話しがありました。先般参加した三国 RCでの異業種交流
会は、「地元企業への奉仕」「社会貢献」という意味合いが強かったように思います。今回の福井あじさい RCの交流

会は、会員拡大の一つとして開催されたように感じました。なぜなら、円卓にゲストと、会員が混ざって座りロー
タリークラブについての話が盛んにされていたからです。今回は、２回目の開催ですが、１回目の参加者の中には、
２名その後入会されたそうです。丸岡RCでも会員増強の参考になればと思い、報告させていただきました。 

 

 

 

地区研修への参加報告                  金会長エレクト 


