
    

    

                                                                                    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

今日今日今日今日ののののロータリーソングロータリーソングロータリーソングロータリーソング    

『『『『    君君君君がががが代代代代、、、、四四四四つのつのつのつのテストテストテストテスト    』』』』    

    
    

                                                        
みなさん こんにちは。 

本日のお客様は地区世界社会奉仕

委貝会副委員長 福井フェニックスRC 

平田好祐様です。ロータリーは親睦活

動と奉仕活動が大事な柱だと言われ

ています。今日はその大事な世界社会

奉仕活動の卓話です。よろしくお願いします。 

私はなかなか外国に行ってまでもできないものですから、以前よりダ

ルニー奨学金というのに毎年一万円出しています。中学生一人１年一万

円あれば学校に充分行けるそうです。そうしますと、このような証書と

一緒に写真も送られてきますし、活動報告書も送ってきます。読んでみ

ますと勉強して高校・大学も出て医者になった女の子もいますし、ラオ

スでは、途中地雷に触れて死亡した子供もいます。現在タイとラオスの

中学生を対象に、毎年一万人以上、多い年には一万三千人以上の中学生

に奨学金か渡されています。奨学金をもらっている生徒に会いに行くこ

ともできますし、大人になってそのドナーがお礼を言いに日本へ来た写

貞も載っています。以前の新聞には、小学校に通えない子供世界に一億

人、昨日の報道では、十億人が世界で飢餓状態で緊急援助のアピールを

していました。 

１０月２５日(日)鯖江ロータリークラブ創立５０周年記念式典・祝宴

かあり、奥村幹事と行ってきました。県内で4番日に古いクラブだそうで、

厳かな記念式典や『一隅を照らす～歴史のエピソード～』のテーマで福

岡県から来られた、NPO法人『帥範塾』塾長 占部賢志先生(高校の先生で

もいらしゃる)の心を打つ記念講演、トルコ海軍の軍艦が遭難したのを命

がけで助けた話や、シベリヤに追いやられていたポーラントの子供達を

助けた話、また、様々な趣向を凝らした祝宴のもてなしに感激しました。

今ほどのトルコの軍艦の話は今朝のNHKのラジ

オでは、映画化に向けて動きが始まったと伝え

ていました。ロータリアンで良かったとの思い

が深まりましたが、50周年というのはなかなか

大変だなという感想です。隣の席の勝山クラブ

さんは来年その50周年ということでした。 

いよいよ島原南へ向けての日も近づきました。

何卒、健康には充分気をつけて頂き、楽しく出

発したいと思っています。よろしくお願いしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

第第第第１５１５１５１５４３４３４３４３例会例会例会例会    委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    （（（（１０１０１０１０月月月月２８２８２８２８日現在日現在日現在日現在））））    

【【【【出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会】】】】    

    

    
【【【【ﾋﾋﾋﾋﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾀｰﾀｰﾀｰﾀｰ受付受付受付受付】】】】    11/411/411/411/4    石橋正人石橋正人石橋正人石橋正人、、、、酒井哲夫酒井哲夫酒井哲夫酒井哲夫（（（（福井福井福井福井RCRCRCRC））））            

【【【【ロータリーロータリーロータリーロータリー財団特別寄付財団特別寄付財団特別寄付財団特別寄付】】】】（入会順・敬称略） 

下田・金・奥村・高尾・倉本・桑野・大久保・高山 

（本日12,000円 本年度累計250,000円） 

【【【【米山記念奨学会米山記念奨学会米山記念奨学会米山記念奨学会】】】】（入会順・敬称略） 

北・下田・藤本・金・奥村・下村・髙尾・桑野・大久保・高山 

                      （本日16,000円 本年度累計293,000円） 

 

【【【【ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱箱箱箱】】】】        

････････（順不同・敬称略） 

平田好祐様･･･今回は卓話でお邪魔しました。 

下田・・・平田好祐様、卓話ありがとうございます。 

奥村・・・平田好祐様、本日は卓話よろしくお願いします。 

前川・・・平田副委員長、卓話ありがとうございます。会議の為早退します。 

林田（數）・・・平田様いらっしゃいませ。又前回欠席いたしまして。 

藤本・・・平田様、本日はご苦労様です。 

中田・・・誕生日を自祝 

林田（恒）・・・平田さん、卓話ありがとうございます。 

山下・・・所用ができたので、食事だけ頂き、退席させていただきます。 

髙尾・・・平田様、卓話ありがとうございます。 

下村・・・平田副委員長様、卓話ありがとうございます。 

倉本・・・何となく 

桑野・・・平田副委員長様、卓話ありがとうございます。紅葉がきれいですね。 

玉川・・・平田副委員長様、本日の卓話ありがとうございます。よろしくお願いします 

野尻・・・平田副委員長様、卓話ありがとうございます。 

大久保・・本日、早退させていただきます。 

西川・・・欠席が続きまして、申し訳ありません。 

高山・・・平田副委員長様、卓話ありがとうございます。 

 

 

 

※ 地区大会の案内 2010年4月3日―4日 

   京都国際会館で行われます。 

   桜が満開の時ですので、今回は桜を愛でな 

 がら、園遊会となっています。ご家族と一緒   

 にぜひご参加ください。 

※ 活動報告書―三国ＲＣ・鯖江北RC・ 

※ 会報―島原南RC・鯖江北RC・福井北RC・武生RC 

※ 丸岡高校体育文化後援会 サッカー部への賛助金 

※ 市民劇団、子どもミュージカルへの賛助金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員数 出 席 欠席届有 
欠席届

無 

ﾒｰｸｱ

ｯﾌﾟ 
出席率％ 

36 27 7  2 80.55 

本 日 の 合 計 本日迄の累計 前年度実績 

18,000円 567,400円 635,000円 

火曜日火曜日火曜日火曜日    
福井南福井南福井南福井南    繊繊繊繊 協協協協ビルビルビルビル８８８８FFFF    

勝勝勝勝    山山山山    市 民 活 動市 民 活 動市 民 活 動市 民 活 動 ｾﾝﾀｾﾝﾀｾﾝﾀｾﾝﾀ ｰーーー    

武武武武    生生生生    武生商工武生商工武生商工武生商工会会会会館館館館    

若若若若    狭狭狭狭    小小小小浜商工会議所浜商工会議所浜商工会議所浜商工会議所    

福井福井福井福井ﾌｪﾆｯｸﾌｪﾆｯｸﾌｪﾆｯｸﾌｪﾆｯｸｽｽｽｽ    ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ    

                            PPPPm6:30m6:30m6:30m6:30    点鐘点鐘点鐘点鐘    

水曜日水曜日水曜日水曜日    
福井北福井北福井北福井北    ホテルフジタフクイホテルフジタフクイホテルフジタフクイホテルフジタフクイ    

敦敦敦敦    賀賀賀賀    北陸銀行敦賀支店北陸銀行敦賀支店北陸銀行敦賀支店北陸銀行敦賀支店    

鯖江北鯖江北鯖江北鯖江北    鯖江鯖江鯖江鯖江ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ会館会館会館会館    

大大大大    野野野野    大野商工会議所会館大野商工会議所会館大野商工会議所会館大野商工会議所会館    

丸丸丸丸    岡岡岡岡    JAJAJAJA花咲花咲花咲花咲ふくいふくいふくいふくい    

                                        

月曜日月曜日月曜日月曜日    
福井東福井東福井東福井東        福井厚生年金福井厚生年金福井厚生年金福井厚生年金    

敦賀西敦賀西敦賀西敦賀西        ｻﾝﾋｻﾝﾋｻﾝﾋｻﾝﾋﾟ゚゚゚ｱｱｱｱ敦賀敦賀敦賀敦賀    

                                            PPPPm7:00m7:00m7:00m7:00点鐘点鐘点鐘点鐘    

県内県内県内県内クラブクラブクラブクラブ    

例例例例    会会会会    日日日日    

木曜日木曜日木曜日木曜日    
福福福福        井井井井    ユアーズホテルユアーズホテルユアーズホテルユアーズホテル    

武生府中武生府中武生府中武生府中    JAJAJAJA 越前越前越前越前たけふたけふたけふたけふ    

福井水仙福井水仙福井水仙福井水仙    神明神社神明神社神明神社神明神社    

                    Pm6:30Pm6:30Pm6:30Pm6:30 点鐘点鐘点鐘点鐘    

金曜日金曜日金曜日金曜日    
福井西福井西福井西福井西    グラントリアグラントリアグラントリアグラントリア    

三三三三    国国国国    三国観光三国観光三国観光三国観光ホテルホテルホテルホテル    

鯖鯖鯖鯖    江江江江    鯖江商工会館鯖江商工会館鯖江商工会館鯖江商工会館    

あじさいあじさいあじさいあじさい    リバージュアケボリバージュアケボリバージュアケボリバージュアケボノノノノ    

R.I R.I R.I R.I ＤＩＳＴＲＩＣＴＤＩＳＴＲＩＣＴＤＩＳＴＲＩＣＴＤＩＳＴＲＩＣＴ    ２６５０２６５０２６５０２６５０ＲＯＴＡＲＹＲＯＴＡＲＹＲＯＴＡＲＹＲＯＴＡＲＹ    ＣＬＵＢＣＬＵＢＣＬＵＢＣＬＵＢ    ＯＦＯＦＯＦＯＦ    ＭＡＲＵＯＫＡＭＡＲＵＯＫＡＭＡＲＵＯＫＡＭＡＲＵＯＫＡ    

http ://wwhttp ://wwhttp ://wwhttp ://www.maruokaw.maruokaw.maruokaw.maruoka----rotary .comrotary .comrotary .comrotary .com     会長会長会長会長    下田重道下田重道下田重道下田重道    幹事幹事幹事幹事    奥村雅徳奥村雅徳奥村雅徳奥村雅徳    

N ON ON ON O ，，，， １ ５ ４ ４１ ５ ４ ４１ ５ ４ ４１ ５ ４ ４     

N ON ON ON O ，，，， １ ５ ４ ５１ ５ ４ ５１ ５ ４ ５１ ５ ４ ５     

平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年１１１１１１１１月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（火火火火））））    

山中山中山中山中ロータリークラブロータリークラブロータリークラブロータリークラブとととと    

合同例会合同例会合同例会合同例会    

次 週次 週次 週次 週 のののの例 会例 会例 会例 会         第第第第 １５４６１５４６１５４６１５４６ 回回回回     

今 週今 週今 週今 週 のののの例 会例 会例 会例 会         第第第第 １５４５１５４５１５４５１５４５ 回回回回     

    平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年１１１１１１１１月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（水水水水））））    

外部卓話外部卓話外部卓話外部卓話    

三国税務署三国税務署三国税務署三国税務署    署長署長署長署長    小辻小辻小辻小辻    茂様茂様茂様茂様    

『ＩＴ『ＩＴ『ＩＴ『ＩＴ化化化化・・・・国際化国際化国際化国際化とととと税税税税』』』』    

創立創立創立創立    昭和昭和昭和昭和 53535353 年年年年 3333 月月月月 21212121 日日日日        承認承認承認承認    昭和昭和昭和昭和 53535353 年年年年 4444 月月月月 6666 日日日日    

下田会長下田会長下田会長下田会長    挨拶挨拶挨拶挨拶        

奥 村奥 村奥 村奥 村 幹 事幹 事幹 事幹 事     報 告報 告報 告報 告     



 

 

 

 

 

 

   地区世界奉仕副委員長 平田好祐様平田好祐様平田好祐様平田好祐様（福井ﾌｪﾆｯｸｽ

ＲＣ） 

 

   

 地区世界社会奉仕委員会の卓話のために

貴重な時間を作って頂き有難うございます。 

  

先日、貴志委員長と京都南 RC へ卓話に行ってきました。その時、エレガ

ントシングル会というのがあることを知りました。奥様がなくなって独身の方

だけが入れる同好会だそうです。京都南 RC には６０ほどの同好会があり、

同好会に出席することが、とても楽しいそうです。「写真のピンクの用紙」は 

会員名簿・ﾊﾟｽﾄ会長・全京都のクラブ名・年間行事・同好会のクラブ名な

どが１枚の用紙に書いてあり、各自いつもポケットに入れて持ち歩いてい

るそうです。歴史のあるクラブは違うなあと感心しました。 

 

本題に入ります世界社会奉仕は World Community Service の頭文字を

とって WCS と呼んでいます。  

富田ガバナーからの WCS 活動の認知 Up の要請もありますので、よろしく

お願いいたします。国際ロータリーはポリオ撲滅に向けて熱心に取り組ん

でいます。当 2650 地区の WCS 活動もポリオ撲滅に取り組んできました。 

  

ポリオプラスポリオプラスポリオプラスポリオプラスとはとはとはとは、、、、ポリポリポリポリオオオオのののの他他他他にににに、、、、麻疹麻疹麻疹麻疹、、、、ジフテリアジフテリアジフテリアジフテリア、、、、破傷風破傷風破傷風破傷風、、、、百百百百

日咳日咳日咳日咳、、、、結核結核結核結核のののの感染症感染症感染症感染症をををを扱扱扱扱うううう        《《《《    ポリオポリオポリオポリオがががが根絶根絶根絶根絶できたらできたらできたらできたら    》》》》    

１）子供達がポリオの害から救われる  

２）ポリオの予防接種費用が必要なくなる（日本国内で 100 億円、

世界全体で 2000 億円以上） 

ポリオポリオポリオポリオはははは身体麻痺身体麻痺身体麻痺身体麻痺のののの後遺症後遺症後遺症後遺症をををを残残残残しししし、、、、時時時時としてとしてとしてとして呼吸困難呼吸困難呼吸困難呼吸困難をををを起起起起こしこしこしこし    

命命命命をををを奪奪奪奪うこともあるうこともあるうこともあるうこともある伝染病伝染病伝染病伝染病ですですですです。。。。    

    後遺症後遺症後遺症後遺症のののの身体麻痺身体麻痺身体麻痺身体麻痺をををを治療治療治療治療することはほとんどすることはほとんどすることはほとんどすることはほとんど不可能不可能不可能不可能。。。。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

・皆様からの一人当たり 2000 円の援助を原資とし 

た活動  

・支援対象国の政府機関や WHO、JICA などとも 

 連携している。  

・WHO の支援のもと、予防接種拡大計画活動 

およびポリオワクチンの追加接種活動（直接・間 

 接の支援）  

・感染症対策として、公衆衛生問題解決のための 

 支援、医療環境改善として（ワクチン輸送保管シ 

 ステム構築など）  

・教育支援としては教育資材の提供、学校建設な 

 ど。同時に寸劇を披露したり絵画を交換したりし 

て子どもたちとも交流している。  

・地域によっては戦没者の慰霊祭も行ってきた。  

 

今 年 度

福井より WCS に参加したのは。

福井東 RC で１８名、福井ﾌｪﾆｯｸ

ｽRCが１０名が参加しました。リピ

ータが多いのは感動が大きく次

にも参加したくなる事業だというこ

とです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぜひぜひぜひぜひ、、、、皆皆皆皆さんもさんもさんもさんも一度参加一度参加一度参加一度参加してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。人生観人生観人生観人生観がががが変変変変わるようなわるようなわるようなわるような体験体験体験体験がががが

できるでしょうできるでしょうできるでしょうできるでしょう。。。。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009200920092009－－－－2010201020102010年度年度年度年度    ｸﾗﾌｸﾗﾌｸﾗﾌｸﾗﾌﾞ゙゙゙ﾃｰﾏﾃｰﾏﾃｰﾏﾃｰﾏ            結 束結 束結 束結 束 しししし 、、、、 未 来未 来未 来未 来 にににに 向向向向 か お うか お うか お うか お う ！！！！     

ＲＩＲＩＲＩＲＩ2650265026502650地区地区地区地区のののの世界社会奉仕活動世界社会奉仕活動世界社会奉仕活動世界社会奉仕活動とととと今後今後今後今後    

2009-2010年度年度年度年度ミッションミッションミッションミッション

支援対象国支援対象国支援対象国支援対象国：：：：キリバスキリバスキリバスキリバス

キリバスキリバスキリバスキリバス

RI2650地区地区地区地区

世界社会奉仕世界社会奉仕世界社会奉仕世界社会奉仕（（（（WCS））））
についてについてについてについて

World Community Service

製作製作製作製作：：：：2009－－－－2010年度年度年度年度 RI2650地区地区地区地区 世界社会奉仕委員会世界社会奉仕委員会世界社会奉仕委員会世界社会奉仕委員会

RI2650地区地区地区地区WCSミッションミッションミッションミッション
参加参加参加参加ののののメリットメリットメリットメリット

• 人道的奉仕活動人道的奉仕活動人道的奉仕活動人道的奉仕活動にににに直接直接直接直接参加参加参加参加したしたしたした喜喜喜喜びびびび

• 飢餓飢餓飢餓飢餓やややや貧困貧困貧困貧困にににに対対対対するするするする再認識再認識再認識再認識

• 日本日本日本日本でのでのでのでの幸幸幸幸せなせなせなせな生活生活生活生活にににに対対対対するするするする感謝感謝感謝感謝

• 異文化異文化異文化異文化のののの理解理解理解理解

• 参加参加参加参加したしたしたしたロータリアンロータリアンロータリアンロータリアンとのとのとのとの深深深深いいいい交流交流交流交流

• （（（（海外海外海外海外ののののロータリアンロータリアンロータリアンロータリアンとのとのとのとの交流交流交流交流））））

???? このこのこのこの感動感動感動感動をもとにをもとにをもとにをもとに、、、、日頃日頃日頃日頃ののののロータリーロータリーロータリーロータリー活動活動活動活動
やややや仕事仕事仕事仕事にににに対対対対するするするする意欲意欲意欲意欲がさらにがさらにがさらにがさらに増増増増すすすす！！！！

歴史探訪歴史探訪歴史探訪歴史探訪   本堂本堂本堂本堂のののの秘仏秘仏秘仏秘仏、、、、観音院観音院観音院観音院（（（（１１１１））））        春江町本堂春江町本堂春江町本堂春江町本堂        

その昔、本堂の観音院は七堂伽藍の大寺院であり、その中心的な寺として、いく

つもの寺に取り囲まれていました。観音院前の孝行息子が仏師になり、仏像に金箔

をはり、絢爛豪華な仏さまになったと伝えられています。この観音様は、安産の仏

さまちしても広く知られています。 

この観音院に安置されている木造如意輪観世音菩薩坐像は奈良時代の名僧・行基

の作と伝えられ、高さ１６２.１センチメートルで檜を素材としています。 その語

りかけるような微笑みは千年を経た現在も人々に安らぎを与えてくれます。安産の

観音様としても広く知られ、御開帳は３３年に一度という秘仏です。奈良時代の天

平時代、この地は松木千光寺や本堂観音堂など七堂伽藍の大寺院があったといわれ

ており、また千歩寺、金剛寺、随応寺などが建立されたと伝えられています。これ

らの名前は現在も集落名として残されており、遠い日のこの地域の姿が思い浮かば

れます。 

 

観音院は改築中です。観音様もクリーニング

に出ていました。 


