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今日のロータリーソング                       

『 それでこそロータリー 』 
  

 

 

 

 

 前年度会長・幹事

よりバッチの引継ぎ 

 

 

 

 

 

 

前田会長 挨拶   （７／４） 
 

いよいよ新年度がスタートいたしました。本日のお客様は三国 RC

出口会長様と竹内幹事様です。そして本日より新会員桑野賢吾さ

んが入会されました。 

私の本年度の目標は「会員全員で参加して丸岡クラブを盛り上げ

ていく」ということで私は先頭に立って全精力で頑張ります。よ

ろしくお願い致します。 

 

 

野尻幹事報告（7/5～7/11） 
 

※ ＲＩより2007-08 OFFICIAL IRECTORY 

※ 第１回青少年交換担当者会議開催 

※ 2008-09年度青少年交換学生募集 

※ 会報 武生府中RC・福井北RC 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   次回例会   第１４３６回 

 平成１９年７月１８日 

夜間例会 新役員披露前役員慰労会 

今回例会   第１４３５回 

平成１９年７月１１日（水） 

年間活動方針発表 
 

 

 

 

 
表敬訪問 三国RC 会長―出口隆弘様 幹事―竹内豊一様 

 丸岡クラブさんとは非常

に永く親しくお付き合いを

させていただいております。

今日もこの会場に入ると知

った会員さんばかりでリラ

ックスして座らせていただ

いています。今年一年間更に

友情が深まるようによろし

くお願い致します。 

今年度は１０月２０日（土）

私共クラブが「ＩＭ」のホストを務めます。講師には参議院議員、

総理補佐官の山谷えり子先生とヤンキー先生こと義家弘介先生を

ゲストとして予定しています。丸岡ＲＣの皆さんに沢山の方にご

登録頂き参加して頂きたいと思います。一年間よろしくお願い致

します。 

 

 

髙嶋Ｓ・Ｓ・Ａよりお願い 
※ ＪＡ会館は全館禁煙になっています。禁煙にご協力下さい。 

※ 例会時携帯はマナーモードにするか、家に置いてきて下さい。 

※ 卓話されている時は、私語は慎んで下さい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

前田会長 
 

今年の丸岡ロータリークラ

ブのスローガンは“善意の

輪を広げ、全員参加で奉仕

活動を！”のもと奉仕活動

を展開していきたいと思い

ます。まず、２つの輪を今

年度は実行していきたい。

輪とは○です。○を良く見

て下さい□がとれて○なる

のごとく○を見れば見るほど○には見えない部分もあります。ロー

タリーもこれと同じではないでしょうか。クラブ全体○く行く為に

も会員全員で輪（タイヤ）となって協力しなければ前へ進みません。

人に何かをしてあげるのではなく、心から自分の想いを「返したい」

と思うことで心が通じ合い円滑になっていくのではないでしょうか。

私は今年度は特にすべてのクラブ行事において全員で協力する事を

モットーに会員の皆様にお唱えを致します。色んなクラブ内外での

行事において全員参加を強くお願いしていきます。その中でどうし

ても都合がとれない時はお金（協力金）を出していただきクラブへ

の協力をすると言う事で全員が参加協力出来る事となります。具体

的に言いますと無断欠席の場合は￥２０００欠席の場合は￥１００

０の協力金をお願い致します。又、メイキャップされた場合は協力

金はお返しさせていただきます。この事は理事会ではお願いいたし

ましたのでどうかご協力をお願い致します。 

又、もう一つの輪はロータリーの品格です。厳しい規則があって又

クラブ内の緊張感があってロータリーの品格が保たれると思います。

複数の人が寄り集まって会を組織するには必ず会の設立を基本にし

たルールがない限りスムーズな会の運営は出来ません。ルールは守

る為にあるもの。臨機応変、弾力的運用はあっても脱線してしまい

ます。「さすがロータリーだなぁ」と言われるような、又他の団体と

は違うと言われるようなそう言う品格のある丸岡ロータリークラブ

を目指すべく努力していきたいと思います。この事については皆様

で良く御存じのことでもあり理解されていると思いますので私のほ

うからあまり多くを言わない事と致します。 

笑顔での挨拶、大きな声での受け答え、全員で笑顔いっぱいの丸岡

ロータリークラブにしょうではありませんか。 

 

丸岡クラブの運営活動について説明させていただきます。 

（１） まず、ロータリーは親睦から始まるといわれています。丸

岡クラブがまず互いの人間関係を良くするにも親睦は重要であ

ります。親睦委員会の役割は大きなものがあります。どうか例会

又はクラブ内の色んな行事においてもお互いに有意義な親睦が

はかられ良き人間関係が保たれるよう十分に配慮した計画をお

願いするものであります。その一環としまして今年度は地区大会

には全員参加をしていただく事を基本に予算には特別会費とし

て￥５０００を盛り込んでおります。どうか会員の勉強の場でも

あり新会員の方には親睦を深める良き場でもある地区大会に全

員の参加を頂き、場を盛り上げようではありませんか。よろしく

ご理解をいただけるようお願い致します。 

（２） 会員増強なくしてクラブの発展はありません。新しい血は

クラブの活性化に多いにプラスになります。次年度のクラブの活

動方針の中で会員増強をお唱えしてきましたが会員を４０名近

くまでの増強を目標に会員全員で取り組んでいきたいと思いま

す。１人１人の情報を増強委員長を中心に検討していただくと共

に、私自ら先頭に立って増強活動をやっていく覚悟を決めており

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２００７～０８年度 活動方針発表

（３） クラブの奉仕プロジェクトを推進していくにはニコニコの

協力金は本当にありがたく思います。ニコニコの協力金なくし

てクラブの運営ボランティアは活動できません。会費はただの

食事の場となるだけです。我々は会費の他に協力金を出してボ

ランティア活動運営に参加するという義務があります。皆様の

善意の協力金なくしてクラブの運営・財団の協力・米山学生の

受け入れは出来ません。どうか皆様、皆様方の色んなお付き合

いの分野でその数％を協力金としてロータリーに出してくだ

さい。どうか丸岡ロータリークラブが立派な奉仕プロジェクト、

色んな行事をする為に手を差し延べてください。心よりお願い

致します。 

（４） 青少年はロータリーだけでなく全ての人々にとって未

来であります。今の世情を鑑みれば青少年奉仕に尚一層の力を入

れる必要があると思います。人間尊重を重視した奉仕活動を行う

為にも今年度は新世代委員会を重点とした青少年に対して一大奉

仕事業を展開して行き全員参加型のプロジェクトを考えて行きた

いと思います。 

（５） 今年度はクラブ創立３０周年の年度にあたります。７月中

には実行委員会を立ち上げ計画を積み上げていただく段取りでお

ります。 

（６） ２６５０地区の今年度テーマは「おもいやり」です。子供

たちや幸せに恵まれない人達に食事を作ってあげたり募金をする

だけで終わってはいけないのです。その後共に遊んで会話をして

話を聞いてあげる。これをするのがロータリアンであります。 

 

どうか今年一年丸岡ロータリークラブの発展の為に皆様と全精力を傾

注して頑張ります。どうかよろしくご協力の程お願い致します。 

 

下田クラブ管理運営委員長 
 

会長方針に従って、クラブの奉仕のため

の活動が円滑に進むようにしたい。 
又、小委員会が互いに協力して、秩序の

ある奉仕活動が行えるようにしたい。 

楽しく奉仕活動が出来るクラブになる

ように管理運営したい。 

一年間頑張りますのでよろしくお願い

致します。 

 

北 会計 
 

先週今年度の予算書を配布いたしましたのでご確認下さい。 

前期の会費のは昨年同様ですが、後期において地区大会時全員で一泊

の研修会をやりたいので後期の会費に５０００円上乗せて頂きますの

でご了解をお願いします。 

本年度は会長がメリハリのある活動

をすると言う事で新世代委員会に９

５万円の予算を立てました。 

事務局の給与が３年間据え置きでし

たので３０００円ＵＰの８３０００

円になります。 

支払いは、担当責任者より早めに「支

払申請書」を会長宛に提出していただ

き、処理していきたい。 

 
 

 

 

 

 



 

 

2007-08 年度前田会長、野尻

幹事の前途を祝して乾杯！ 
 

 

 

 

 

 

新入会員 桑野賢吾会員 
 

生年月日：Ｓ20 年８月７日（６１才） 

事業名：さかいケーブルテレビ 

役職：取締役 副社長 

事業所：坂井市春江町江留上昭和 

自宅：福井市高木町 

推薦者：前田会員、野尻会員 

趣味：登山、ウォーキング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度よりテーブル

レイアウトが変りま

して各委員長さんが

横に並んでいます。 

 

 

 

 

ビジター受付のみクラブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１４３４回例会 委員会報告 （７月４日現在） 

出席委員会 
 

メーキ

ャップ 

 7/3 

山中ＲＣ 前田会長 野尻幹事（表敬訪問） 

 7/6 三国ＲＣ 前田会長 野尻幹事（表敬訪問） 

ロータリー財団特別寄付（個人寄付）・・・（ABC順・敬称略）  
藤本・林田（數）・東・金・小見山・前田・野尻・奥村・下田・下村・髙嶋・釣部・山

田・山下・横山 （23,000円 本年度累計23,000円）  
 

米山記念奨学会（個人寄付） 
藤本・林田（千）・林田（數）・金・小見山・倉本・前田・前川・野尻・奥村・下田・

下村・髙嶋・釣部・山田・山下・横山 （本日26,000円本年度累計26,000円） 

 

ニコニコ箱･･･（ABC順・敬称略） 

前田･･新年度がスタートしました。全精力を傾注してがんばります。 

よろしくお願いします。 

野尻･･新年度がスタートしました。今年度一年宜しくご協力ご支援 

お願いします。 

藤本･･前田・野尻年度の前途を祝って。 

橋本･･出口会長いらっしゃいませ。 

林田（千）･･出口会長、竹内幹事、今年一年宜しくお願い致します。 

役員理事の皆さんご苦労様です。 

林田（數）･･前田丸の船出を祝し、また三国ＲＣ会長幹事いらっしゃ

いませ。 

東････前田会長外役員のみなさん、一年間お世話になります。 

東角･･三国ＲＣ出口様、竹内様ご来訪ありがとうございます。 

池田･･前田、野尻さん頑張って下さい。桑野さん入会ありがとう 

  ございます。 

金････本年度もソング宜しくご協力下さい。 

北･･･前田、野尻丸の船出を祝って。 

小見山･前田会長野尻幹事の船出を祝し 

又、ﾛｰﾀﾘｰ財団皆様どうぞよろしく又桑野さんの入会を祝し。 

倉本･･桑野様、新会員を祝して。私も新人ですよろしく。 

新役員様ご苦労様です。 

南････前田会長野尻幹事そして役員の皆様一年間大変ご苦労様です。 

水上･･三国ＲＣ出口会長、竹内幹事宜しくお願いします。丸岡ＲＣ前

田会長野尻幹事各委員長さんご苦労様ですが頑張って下さい。 

前川・中田・中島・下田・下村・奥村・竹澤 

･･前田会長、野尻幹事一年間ご苦労様です。 

西野･･欠席が続きまして。前田丸ご苦労様です。 

澤田･･章昇丸の船出を祝って、一年間航海ご苦労様です。 

高尾･･法要が無事済みました。ありがとうございました。 

髙嶋･･前田丸の出航を祝って。 

竹内･･社会奉仕委員長となりました。よろしくお願い致します。 

   ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ品物まだの方どうぞよろしく。参加もよろしく。 

釣部･･前田会長野尻幹事今年度頑張って下さい。 

山田･･新田公 670 年忌法要ご参列ありがとうございました。 

山岸･･前田丸の船出を祝して。 

山下･･前田新会長の門出を祝って。 

横山･･新役員さん一年間ご苦労様です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 5 日 木 武生府中 １２：００～１２：３０ 農協会館 豊穣殿 

8 月 7 日 火 福井南 １２：００～１２：３０ 繊協ビル 正面玄関

8 月 21 日 火 福井南 １２：００～１２：３０ 繊協ビル 正面玄関

8 月 23 日 木 武生府中 １２：００～１２：３０ 農協会館 豊穣殿 

会員数 出 席 欠席届有 欠席届無 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 出席率％

３６ 34 2 0 0 94.44 

四つのテスト 

―言行はこれに照らしてから― 

１．真実かどうか 

２．みんなに公平か 

３．好意と友情を深めるか 

４．みんなのためになるかどうか 

 

本 日 の 合 計 本日迄の累計 前 年 度 と の 比 較

96,000円 96,000円 96,000円 



２６５０地区のテ

ーマ 

「世界は常に変化している。ロ

ータリーは、この世界と共に変

化して成長していかねばなら

ない。ロータリーの物語は幾度

も書き換えられなければならな

い。」という言葉は、ポール・ハリ

のポール・ハリスの言葉の中で、とりわけ重要なことは、ロータリーが単

に変化していくということではなく、常に成長していかねばならないと

いうことでありますので、本年度におきましても、前年度より一層の成

長を図りたいというのが、私の根本姿勢であります。 さて、ロータリー

では奉仕の心が重要だと言われてきました。国際協議会でも心を大

変重要視し、ロータリーに奉仕の心があるからこそ、ロータリーは他の

慈善団体ともボランティアクラブとも袂を分かってきました。さすれば、

奉仕の心とは何なのでしょうか。それは実は日本人が昔から培ってき

た「おもいやり」であります。戦後、日本は敗戦から立ち上がるべく、経

済復興にばかり目を奪われ、他人のことを考える余裕が無くなり、その

一方で、日本人が長い間培ってきた「おもいやり」をどこかに置き忘れ

てしまったのではないでしょうか。かような観点から、私は「おもいやり」

を新年度の地区のテーマとしたいと思っております。おもいやりの心を

持って、家族、人に接し、四大奉仕の実践をしていただきたくお願い

します。クラブ奉仕にも職業奉仕にも、社会奉仕にも、又、国際奉仕

にも求められているのは目に見える物質ではありません。目に見える

物貭を介しての奉仕においても、心の交流から得られる「おもいやり」

の心が求められているのであります。目には見えませんが、この「おも

いやり」の心がやがて世界中に充満すれば、ロータリーの窮極の目的

である世界平和の実現も夢ではありません。 

地区の目標設定について 

スの余りにも有名な言葉であります。こ

tary Shares」のテーマを掲げてロータ

。 

に立派で尊いものであったにしても、新しい会

は、久々に職業奉仕の復権がなされました。職

ら社会奉仕部門の活動が活発であります。地区

係 

ムを良く知る努力を行い、財団プログラムを

）米山奨学事業について 

と致します。 

ウィルキンソンＲ.Ｉ.会長は、「Ro

リー活動の全ての分野において分かち合おうと提案されました。「おも

いやり」を地区のテーマとした私ももとより、この方針に異存があろう筈

がありません。従って、地区の目標設定についてはウィルキンソンＲ.Ｉ.

会長が強調された点を敷延するなどして、これを行いたいと思います

（１）クラブ奉仕部門 

私たちの活動がどんな

員がいなければロータリーは数十年のうちに消滅してしまいます。どう

か思いやりをもって、会員増強に取り組んでください。各クラブが純増

１名を達成していただければありがたいと思っております。 

（２）職業奉仕部門 

今回の国際協議会で

業奉仕を実践することによって、職業倫理だけを高めるのではなく、

職場と地域社会の両方においておもいやりがあり、倫理観に基づいた

行動をすることができることが求められています。 

（３）社会奉仕部門 

当地区では、今迄か

社会奉仕委員会では、R.I.の強調事項の一つである水質保全の研究

をされているとの事であります。この研究が継続し、実際に世の為人

の為に役立つ日をお待ちしています。 

（４）国際奉仕部門 

（ａ）ロータリー財団関

ロータリー財団のプログラ

良く理解することによって、財団への寄付がプログラムに参加すること

になるという共通の心をあたためていただきたいと思います。寄付の

目標額は２００６－０７年度は、年間１人１５０ドルでしたが、２００７－０８

年度は、年間１人１６０ドルにしたいと思います。この年間１人１６０ドル

という意味は、平均ではありません。全てのロータリアンが毎年１６０ド

ルをという意味であります。そういう意味で、クラブに所属される会員全

員が１６０ドル以上の寄付をされた場合には、私はガバナー特別賞を

差し上げたいと思っています。 

 

 

 

 

（ｂ

ロータリー米山記念奨学会

は、日本全国のロータリアン

の寄附金を財源として、日

本で学ぶ外国人留学生に

対して奨学金を支給してい

ることは、皆様ご存知の通り

であります。寄附金も１９９６

年をピークに下降を続け、２

００５年度以降はそれまでの１０００名から毎年８００名採用になっており

ます。当地区は、前年度同様本年度も２４０００円／人

（５）青少年奉仕関係 

青少年はロータリーだけでなく、全ての人々にとっての未来であります。

今の世情に鑑みれば、青少年奉仕にはなお一層の力入れが必要であ

るかもしれません。最近、新世代育成基金特別委員会が、中学生以下

の青少年を対象とした奉仕活動に対し、支援をしていることは大変参考

になります。クラブレベルでもこのような活動にチャレンジしていただけ

れば幸いです。 

（６）Ｒ.Ｉ.の強調事項について 

水保全、保健及び飢餓救済、識字率向上はいずれも過去において地

区レベルにてもクラブレベルにても実施されてきました。R.I.の強調事

項というのは、私たちの持てる力を結集し、最大限に生かすためのもの

であります。 

(1)水保全 

水保全の問題は、誠に緊急を要する課題であります。クラブ単位にても

地区補助金を活用する等して是非とも取り上げていただければ幸いで

す。 

(2)保健および飢餓救済 

やりがいがあり、感動を直接に感ずるよい機会だと思いますので、各ク

ラブでも地区補助金を使うなどしてどんどんチャレンジして下さい。 

(3)識字率向上について 

２６５０地区では、過去の例では学校建設等があります。女性の地位向

上とも特に関わりの深い分野でもありますので、是非とも関心を高めて

下さい。 

(4)ロータリー家族について 

ロータリー財団学友（ＧＳＥ団員を含む）米山学友、ライラ受講生等の名

簿の整理が是非必要です。ロータリアンの予備軍です。  

（７）広報について 

まだまだロータリーは地域社会で認知されていません。地域のニーズを

知る上でも、広報の必要性がますます高まっております。 

（８）会長賞について 

会員純増１名達成の他、会員増強、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、

国際奉仕、青少年の６分野からそれぞれ１つの活動を完遂し、２００８年

３月３１日までにガバナー事務所まで提出して下さい。詳しくは、会長賞

の資料をご覧下さい。 

 

ここでダライ・ラマ１４世法王の言葉を引用致します。  

「あきらめてはいけません  

どんなことが起ころうと 

こころを育てなさい 

あなたの国では、こころのかわりにあたまばかり育てています 

こころを育てなさい 

思い遣りをもちなさい 

あなたの友達だけでなく、すべての人に思い遣りをもちなさい 

思い遣りをもちなさい 

こころの平和、世界の平和のためにつくしなさい 

平和のためにつくしなさい 

もういちどいいます あきらめてはいけません 

周りで何がおころうと、あきらめてはいけません 

決してあきらめてはいけません」  

 


