
 

 

  

 

  

平成３０年 ５月１４日（月）第 1937回例会 

19：00   開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「奉仕の理想」 斉唱 

会長挨拶  金 定基  会長 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

① 10月米山月間 卓話希望日について 

② ロータリー希望の風奨学金ご寄附の御礼 

③ ロータリー手帳 

  ⇒必要な方は事務局へお申し出ください。 

委員会報告 

① 例会出席報告 

② ニコニコ箱 ﾛｰﾀﾘｰ財団 本日の寄付報告 

19：30  ロータリーの友（５月号）解説 

山岸 功 雑誌広報ＩＴ委員 

20：00 閉会点鐘 

 

平成３０年５月１４日発行 

本日の例会  

平成３０年 ５月２８日（月）第 1939回例会 

会員卓話 山下 健治 会員 

平成３０年 ６月 ４日（月）第 1940回例会 

祝事 

『新入会員候補者推薦ワークショップ』 

平成３０年 ６月１１日（月）第 1941回例会 

ロータリーの友（６月号）解説 

上屋敷 貴紀 雑誌広報ＩＴ委員 

平成３０年 ６月１８日（月）第 1942回例会 

お疲れさん会   於：小松屋 

18:00～ 受付開始 
18:30～ 例会点鐘 
     １年を振り返って① 各理事役員 
19:30～ お疲れさん会 

平成３０年 ６月２５日（月）第 1943回例会 

 １年を振り返って② 各理事役員 

★タイ タクアパＲＣにて★ 
グローバル補助金事業で購入・開始された 
絵本読み聞かせスキルアップトレーニング等
開始にともなう式典参加  

⇒ 山下会員 杉本会員 松井会員  

  ビデオレターでのご挨拶 

⇒ 金会長 

 

 

平成３０年 ５月２１日（月）第 1938回例会 

クラブフォーラム『出席率向上の為に』 

 

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

今後の予定  

次回の例会  

ビジター受付のみ 12：00～12：30 

福井 RC 木 6/28 

福井あじさい RC 金 6/29 

福井南 RC 火 5/15,22 

三国 RC 金 6/22,29 

武生府中 RC 木 5/24,31 

敦賀西 RC 木 5/17 

大野 RC 水 5/23,30 6/27 

 

ビジター受付のみ 18：00～18：30 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火 5/15 

福井水仙 RC 木 5/17 

 



 

日本のロータリーを代表する論客深川純一氏と田中毅氏は、「職業奉仕」をどう説い

ているかをご紹介しました。もう一人、佐藤千寿氏を忘れてはいけません。 

まとまった文章を見つけることができなかったため、２００６年「友」１０月号に投稿

された「道徳と資本―ロータリー第 3 の波」より抜粋して、ご紹介いたします。 

＜第２５８０地区パストガバナー  佐藤 千寿＞ 

職業奉仕などという問題以前に、会社とは何か？ 会社とは誰のものか？ という問

題について、私たちの日本的思考とアメリカ人の思考との間に大きな認識のずれがあ

ったのです。Vocational Service と言う言葉に集約されているように、本来ロータリア 

ンにとって職業は Vocation＝天職だったはずです。この初期ロータリーのプロテスタンティズム倫理がいみじく

も日本の伝統的職業観と見事に共鳴し、私たちの先輩は熱狂的にロータリーを信奉しました。職業奉仕こそロータ

リーの金看板だ、などと言うのは日本の風土が生んだ言葉です。（中略）そもそもロータリーで言う職業奉仕とい

う概念は禁欲的プロテスタンティズムの精神構造に外ならぬ、と言うのが私の持論です。（中略）ロータリーの奉

仕とは天職として神に愧じぬ行動をすることで、あくまでも会員個人個人の使命です。従ってロータリーは“I 

Serve”なのです。（中略）煎じ詰めればロータリーとは生活の姿勢を正す仕事ではないでしょうか。「四つのテス

ト」などまさに日常、毎日毎日の生活の姿勢です。だから今後ロータリーが組織として真剣に考えるべき問題は、

単に職業人を対象としてではなく、広く市民啓蒙運動としての道です。 

如何でしょうか、以前お配りしたコピーと読み比べてみてください。日本を代表するロータリアン 3 人が、

「職業奉仕」をどう捉えどう表現しているのか、3 者 3 様で非常に興味深いと思います。 

 

金 定基 会長挨拶                           ５月７日（月） 

第１２回 理事会 議事録              ５月７日（月）  

【協議事項】    

①６月例会プログラムについて【東角 クラブ管理運営理事】 

 お疲れさん会について  

６/１８ 小松屋にて  受付 １８時～ 

例会点鐘 １８時半～  宴会開始 １９時半～ 

②退会者記念品贈呈について 【林田 幹事】 

下村さんへ 事務規定に従って贈呈する 

 

【報告事項】    

①３月 タイ スラム街自衛消防団招聘事業 決算 

 国際奉仕委員会 事業予算および決算【東角国際奉仕委員長】 

②4/14 少年サッカー大会 決算   【竹内青少年奉仕委員長】 

③4/22 バツイチ婚活事業 決算   【道木社会奉仕委員長】 

カップル成立の景品（リーノ食事券）有効期限は年度末 

④4/8  地区大会参加 決算     【林田幹事】 

⑤７月～４月 クラブ会計報告    【林田会計】 

  

【その他】 

①クールビズの時期に入りました。ロータリー会員として恥じない

身なりにて例会等に出席してください。 

６月プログラム 

日  時 内  容 

6/4（月） 
祝事 

新入会員候補者推薦ワークショップ 

6/11（月） 
ロータリーの友（６月号）解説  

 担当：上屋敷雑誌広報ＩＴ委員長 

6/18（月） 

お疲れさん会  於：小松屋 

 １８時  受付 

 １８時半 例会点鐘 

  『１年を振り返って①』 役員理事 

 １９時半 宴会開始 

6/25（月） 『１年を振り返って②』 役員理事 

 



  

 

 

本日は講演依頼ありがとうございます。私も、地域の発展や世界の人々の為に音楽活動で

何かできたらと思っております。 

はじめての夢・目標は中学３年の時。プロのトランぺッター、TV 番組のバックバンド。

今と違い、ネット等が無かった時代の為、どうすれば良いのか、情報が乏しかった。家族

に打ち明けても、学校の先生も理解してもらえなかった。中学時代はとにかくトランペッ

トを練習し確実に上達したが、逆に勉強の成績は下がる一方だった。 

 山口百恵の「横須賀ストーリー」やダウンタウンブギウギバンドで聞いたことのある地名だった横須賀にあるこ

とに憧れ「陸上自衛隊少年工科学校」に進学した。鉄砲が撃てるなど、特別な理由もなく学校を決めた。 

 自衛隊での生活において、環境や組織に流される自分を経験。TV は見れず、家族や友人への連絡は公衆電話と

手紙のみ。３年間の流行等は分からない。非常呼集訓練では夜中や早朝に起こされ、人員点呼・状況説明の後、完

全武装で延々と行軍した。夕方ごろには所謂、膝が笑う状態になる。実弾射撃訓練を控え 64 式自動小銃を授与式

で渡される。直ぐに実弾射撃とはいかず、事前訓練として腕立て伏せや腹筋を何回もやらされる。当時は６パック

の腹筋だった。陸上自衛隊の中央音楽隊では賓客に対する儀仗隊が行う儀礼、栄誉礼などの仕事がある。そこから 

一流のトランぺッターがレッス

ンに来たり、遊びに行って吹かせ

てもらったりしている内に、中央

音楽隊への勧誘があった。しか

し、上層部は少年工科学校での訓

練目的とは違うと一蹴された。 

 陸上自衛隊少年工科学校では 3 年の教育期間の後、専門性の高い中期校へ分かれる。施設学校へ進んだ。昔で言

う工兵になる為の学校。道路を直す、地雷原爆破、橋の爆破、架橋など。PKO として外国へ最も多く派遣されて

いる部隊。 

 父親の勧めにより郵便局の就職試験を受験し合格した。20 歳で郵便局員になり、郵便配達を 10 年勤めた。福井

ニューサウンズなどバンドに参加しながら、24 歳の時に白井淳夫氏と出会う。一流のミュージシャンの技術を目

にする機会は幸運だった。学校での吹奏楽部指導も始めた。30 歳で配達業務から貯金保険の営業の仕事に替わる。

40 歳で福井県で簡易保険営業成績が１位になった。また、この頃、平章 PTA のメンバー6 人と NHK のど自慢に

出演し、シャネルズのランナウェイを吹いた。営業インストラクターの仕事に替わり、販売促進ビデオ作製や営業

同行指導などを行い優績職員の育成に努めた。その後は管理職になったが、ブラック勤務で音楽活動に打ち込めな

くなった、県外単身赴任が確定した、子どもが卒業した等があり、今ならまだ音楽活動をがんばれると思い 53 歳

で退職を決意。準備期間として約２年は嘱託としてかんぽ営業をした後、2017 年 1 月完全にプロとして活動開始。

1 年目の業績は、学校レッスン 22 校 156 回、個人レッスン 11 名 174 回、演奏ステージ 100 回。初めての仕事は

丸岡ロータリーでの演奏。自慢は晴れ男。晴れ率 97%。よく言われてはいるが、やはり抱いた夢は強い気持ちと行

動で叶うと実感した。また、いつでも音楽を続けてきた事、近くのバンドに足を踏み入れた勇気があった事も要因

になる。何より、カミさんの理解があったから。吹奏楽部でのレッスンの際に中高生に将来の夢などを尋ねると、

ほとんどが何も考えていない。途中で夢や目標が変わっても良いから、目標を決めてやろうと言っている。その為

には何が必要か何をするのかを考えようと伝えている。また、数名の友人が自分も音楽をまたやろうかと言うが、

練習してから行くなど、踏み出せない。即行動も重要。 

 最後に皆様の今後の人生がバラ色になることを祈願して、ルイアームストロングのラビアンローズ、日本名でバ

ラ色の人生をお贈りします。本日はありがとうございました。 

 

『 いくつになっても夢は叶えられる 』 

               タニロッソ トランぺッター  谷口 浩和 様 

 

外部卓話                     ５月７日（月）  

＜会員感想＞ 体験に基づく貴重な話をおもしろおかしく話していただきありがとうございました。トランペッ

トの生演奏は大変迫力があり感動しました。                  （文責 瀬野 友伸） 



 

丸岡ロータリークラブ 
会員数：３２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 
公共イメージ委員会 委員長―下村晴夫 会報委員会 委員長―瀬野友伸  

委 員―倉田教信 竹内伸一 前川 徹 

川上純幸 

委員会報告                     ５月７日（月）  

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 5 月 7 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 24,000円 741,000円 1,778,500円 

ロータリー財団 18,000円 577,100円 

米山記念奨学会 15,000円 439,000円 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 １７名 

金会長  ミスタータニロッソ♪ようこそおいでくださ

いました。卓話宜しくお願い致します。 

林田幹事 谷口さんお久しぶりですネ。竹澤君、三寺君、

川上君、西出君御苦労様でした。 

南    結婚記念日を自祝して。 

釣部   谷口さん今日は卓話ありがとうございます。 

小見山  ？回目かの良き日を共々に元気で迎えること

が出来ることに感謝して。 

林田數一 誕生日を自祝して。 

下田   早退します。 

山下   お名前にすべて「口」が付くトランぺッター

の谷口さん。今日は卓話よろしくお願いしま

す。 

倉本   タニロッソ トランぺッター谷口様 本日は

ごくろうさまです。長い休みも終わり、仕事

一本で頑張ります。 

水﨑   谷口様 いつも楽しい演奏ありがとうござい

ます。いくつになっても頑張る姿に感動です。 

柿木   タニロッソ トランぺッター谷口浩和様 卓

話宜しくお願いします。 

杉本   谷口様 本日卓話よろしく！ 

 

◆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 

5/7 ３２ ２２ ５ ３ ２ 73.33% 

【メーキャップ】 5/3～5/11 事務局受付分 

  なし 

 

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 

4/23 ３２ ２２ ２ ６ ２ 80.00% 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者 １３名 
釣部 林田千之  北  下田 金  山下 東角 

柿木 杉本 竹内 松井 川上 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者 １２名 
釣部 林田千之  北  下田 金  山下 水﨑 

柿木 竹内 松井 川上 竹澤 

竹内    谷口様 本日の卓話よろしくお願いします。 

三寺  今日もみな様にお会いでき、ニコニコ(#^.^#) 

松井  谷口様 卓話よろしくお願いします。 

川上  谷口浩和様 本日卓話よろしくお願い致します。楽しみに

しています。 

竹澤  谷口様 本日の卓話よろしくお願いします。 

５月度祝事 

 

会 員 誕 生 日 

5/15 林田數一会員 69 

5/22 林田恒正会員 79 

結 婚 記 念 日 

5/1  南会員     5/23 小見山会員 

5/20  松井会員    5/25 柿木会員 

 

会 員 夫 人 誕 生 日 

5/25  西出 会員夫人    ゆみ様 


