
 

 

    

    

                                                                                    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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。 

  本日の卓話は、会員の大久

保政幸さんです。楽しみにし

ています。 

 前回、金先生が『ロータリ

ーの友』の記事を紹介された

中に、敦賀の刀根荘兵衛様が

書かれた記事がございました。その中で、江戸時代の思想家・石田梅岩

の「商いの教え」という言葉が出て参りましたので、思い出したのが、

数ヵ月前、京都の亀岡中央ロータリークラブへ１５周年記念でお邪魔し

たときに、駅へ着いたとたん、この石田梅岩を顕彰したモニュメントの

銅像とか、ポスターが大変たくさん飾られていました。時間待ちのため

に奥村幹事さんと入った喫茶店にも、パンフレットや多くの石田梅岩に

ついて書かれた本がおいてあり、この町揃って誇りにしていることが分

かりました。石門心学の祖として、小さな借家で始めた、聴講料不要、

誰でもどうぞ、さらには、女性もどうぞという、開講の掛け行灯は世人

をおどろかせたそうです。たった一人のためにも、人の心・人間の本質

を追究し、儒教・仏教・道教の説を取り入れ、庶民の日常生活での道徳

の実践を説いたとあります。 

 鯖江ロータリークラブ５０周年記念で出版された高校生対象に配布し

た本の中にも、様々な、顕彰に値する先人の足跡が書かれていましたが、

武生生まれの谷口安定先生に特に気が引かれました。立派な人はたくさ

んいます。この本は事務局に置いてあります。 

  
 

 

 

※ 第２回社会奉仕委員長会 

2/14 京都テルサ 

※ 島原南RCより地区大会出席のお礼状 

※ 会報―武生府中RC、敦賀RC 

※ 第２回新世代担当者会議のご案内 

※ RYLA受講生推薦のお願い 

※ 地区委員推薦のお願い 

※ 青少年交換 帰国報告文集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

第第第第１５５０１５５０１５５０１５５０・・・・１５５１１５５１１５５１１５５１回回回回    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    （（（（１２１２１２１２月月月月１６１６１６１６・・・・２３２３２３２３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】】】】    
【【【【ﾒｰｷｬｯﾌﾒｰｷｬｯﾌﾒｰｷｬｯﾌﾒｰｷｬｯﾌﾟ゚゚゚】】】】12/18池田会員（福井西RC）12/17横山会員（福井RC） 

石橋会員 12/17（福井RC）12/18（福井西RC）12/21（福井東RC）

12/22福井ﾌｪﾆｯｸｽRC 1/8（福井西RC） 

【【【【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） 12/25 371,000円送金済 

林田（千）・下田・中田・金・奥村・下村・山田・髙尾・倉本・桑野・野尻・玉川      

（本日10,000円 本年度累計371,000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） 12/16 429,000円送金済 

林田（千）・下田・中田・奥村・下村・山田・倉本・桑野・野尻 

           （本日10,000円 本年度累計429,000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） 

下田・・・大久保様、卓話あり

がとうございます。 

奥村・・・大久保さん、本日の卓話頑張って下さい。 

池田・・・大久保さん、卓話楽しみにしています。頑張って！！ 

山岸・・・大久保さん、卓話ご苦労様です。 

前川・・・大久保さん、卓話ご苦労様です。 

林田（數）・・大久保さん、卓話ご苦労様です。 

中田・・・大久保会員、本日卓話ご苦労様です。 

髙嶋・・・大久保さん、卓話ご苦労様です。 

横山・・・大久保会員、本日は卓話ご苦労様です。 

山下・・・大久保さん、本日はご苦労様です。 

下村・・・大久保さん、卓話ご苦労様です。 

いつも米山奨学会ありがとうございます。 

山田・・・大久保様、卓話ご苦労様です。 

倉本・・・大久保様、卓話ご苦労様です。 

桑野・・・大久保さん、卓話楽しみにしています。 

野尻・・・大久保さん、卓話ご苦労様です。 

大久保・・本日卓話ガンバリます。前回欠席しました。 

玉川・・・昨日ちょっといい事がありました。クリスマス会はよろしくお願いします。  

大久保さん、卓話ありがとうございます。 

12121212 月月月月 23232323 日分日分日分日分    

下田・・メリークリスマス。本年はお世話になりました、来年もよろしくお願いします。 

奥村・・クリスマス家族会、親睦委員会の皆さんご苦労様です、お世話になります。 

下村・・桑野親睦委員長さん、クリスマス家族会ご苦労様です。 

倉本・・本日は楽しい一夜を過ごしましょう！！ 

桑野・・本日はクリスマス家族会にご参加ありがとうございます。楽しいクリスマス会

にしたいと思います。 

玉川・・メリークリスマス、今日は楽しく過ごしましょう！ 

高山・・我家には２５才と２２才の娘が２人おります。只今、お婿さん募集中です。 

    お心当てのある方はご一報願います。皆様良いお年をお迎え下さい。 

藤本・釣部・林田（數）・髙尾 

  

 

 

 

 

 

 

 会員数 出 席 欠席届有 欠席届 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 出席率％ 

12/16（1550） 36 24 8 2 2 72.22 

12/23（1551） 36 22 13  1 63.88 

 本 日 の 合 計 本日迄の累計 前年度実績 

12/1 31,000円 791,400円 882,000

12/2 44,000円 835,400 903,000

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    武生商工会武生商工会武生商工会武生商工会館館館館    

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        ＡＯＳＳＡＡＯＳＳＡＡＯＳＳＡＡＯＳＳＡ    

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    グラントリグラントリグラントリグラントリアアアア    

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 ://www.maruokahttp ://www.maruokahttp ://www.maruokahttp ://www.maruoka----rotarrotarrotarrotar y .comy .comy .comy .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 ５ １１ ５ ５ １１ ５ ５ １１ ５ ５ １     

N ON ON ON O ，，，， １ ５ ５ ２１ ５ ５ ２１ ５ ５ ２１ ５ ５ ２     

平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年    １１１１月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（水水水水））））    

ロータリーロータリーロータリーロータリー情報委員会情報委員会情報委員会情報委員会    

『『『『育育育育てててて未来未来未来未来へへへへ、、、、育育育育むむむむ魅力魅力魅力魅力』』』』    

アンケートアンケートアンケートアンケートよりよりよりより    

次 週次 週次 週次 週 のののの例 会例 会例 会例 会         第第第第 １５５３１５５３１５５３１５５３ 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 １５５２１５５２１５５２１５５２ 回回回回     

    平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年    １１１１月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（水水水水））））    

新春新年例会新春新年例会新春新年例会新春新年例会    

後期後期後期後期にににに向向向向けてけてけてけて    

下田会長下田会長下田会長下田会長・・・・奥村幹事奥村幹事奥村幹事奥村幹事    

    

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     



 

 

(事務局）〒910-0254   Tel（0776）67-0410／Fax（0776）67－4811                     クラブ広報委員長 林田數一 

       福井県坂井市丸岡町一本田 34-7 JA花咲ふくい 丸岡支店２F                    会報委員長―玉川佳一 副委員長―桑野賢吾 

(例会場) JA花咲ふくい 丸岡支店 ３F (例会日) 毎週水曜日 12時 30分 ( 会員数) ３６名     委員―東角操・大久保政幸・西川政義  

  

 

 

 

 

 
 

弊社の部課長向けの教育資料の中から選んできました。聞いたこと

があるかもしれませんが、一緒に見ながら楽しんでいきたいと思い

ますので、よろしくお願

い致します。 
 

これはこれはこれはこれは一体何一体何一体何一体何のののの絵絵絵絵だろだろだろだろ

うううう？？？？？？？？    

アヒル？うさぎ？ 

 

 

 

 

 

               

老婆か少女か？？？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらは「だまし絵」です。正解はあるのですが、正解以外のこと

にも気づくということが大切なのです。 

 

名前名前名前名前をををを歴史歴史歴史歴史にににに残残残残したしたしたした人人人人のののの「「「「気気気気づきづきづきづき」」」」――――――――――――鴻池善右衛門鴻池善右衛門鴻池善右衛門鴻池善右衛門    

 天下の大発明・大発見は、その全てが「偶然」である。しかし、何

もしないで「偶然」を待っていては何も起こらない。1 日 24 時間考

えることです。寝ていても考えるのです。 

酒造業→海運業→金融業と多角化して大きな財閥になったが、戦国

の終焉に気づき方向転換をした。事業の撤退を決断できない経営者

が非常に多くいる。 

「アーすれば良かった。コーするべきだった。」と結果が出てから

反省していませんか？それは【気づき】ではありません。単なる後

悔です。 

名前名前名前名前をををを歴史歴史歴史歴史にににに残残残残したしたしたした人人人人のののの「「「「気気気気づきづきづきづき」」」」――――――――――――東京東京東京東京ディズニーランドディズニーランドディズニーランドディズニーランド    

―――TDL のこだわりに気づいていますか？ 

ミッキーマウスミッキーマウスミッキーマウスミッキーマウスはははは広広広広いいいい園内園内園内園内にににに１１１１匹匹匹匹しかいませんしかいませんしかいませんしかいません。。。。    

  園内には何十匹のミッキーが出没していますが、いつ見てもお

客様から見えるミッキーは１匹です。つまり、時間・場所など綿

密に打ち合わせて、１匹しかいないように見せているのです。 

園内園内園内園内からからからから外部外部外部外部ののののビルビルビルビルをををを見見見見ることができませんることができませんることができませんることができません。 

 園内はドリームです。夢を売っているのです。ビルが見えると現

実に返ります。レイアウトなどで見えなくしているこだわりです。 

ミッキーマウスミッキーマウスミッキーマウスミッキーマウスのののの中中中中にににに入入入入っているっているっているっている人人人人のののの名名名名はははは不明不明不明不明。。。。    

 ドリームです。夢を売っているのです。中に人が入っているので

は現実的すぎる。関係者も判らないようにしているこだわりです。 

 

気づきは訓練です。 一朝一夕では出来ません。「前後から」「上

下から」「表裏から」「斜めから」「逆転から」そして「今のまま

で良いのか、コレで良いのか、何か問題はないのか？」取り巻く環

境に対しアンテナを張っておくことが大事です。 

「同僚だったら」「上司だったら」「部下だったら」「お客様だっ

たら」といろいろなフェーズに置き換えて見るのも意外な効果があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

体格体格体格体格とととと体質体質体質体質についてについてについてについて    

体格・・・骨格、筋肉および皮下脂肪などを指標とした身体の外観

的状態 

体質・・・遺伝的素因と環境要因との相互作用によって形成される、

総合的な個人の性質 

企業の競争力の強化は体格ではなく、体質で戦わなくていけない。

体質を創りだすのは現場であり、現場力の復権、強化に努め、その

中でも人の体質の強化に努めていかなければならないと思っていま

す。 

新しいものに早く反応する会社だと思っていますが、それらを継

続する力がまだないと思っています。力のある会社は一つのことに

継続してやっている。 

日東シンコー㈱の会社で取り組んでいるのは『無駄とり』という

活動です。いつも慣れている作業でもこうしたらよいのではないか

とか、こうしたらスムーズに出来るのではないかということに取り

組んでいます。 

ニットーグループ全体では『無減代』ということに取り組んでいて、

会社としてスリム化が出来ました。改善提案は以前は行っていまし

たが、現在は「無駄とり活動」の中で、月 4 回の清掃時に３ヶ月間

で１万件の「無駄とり」を実施し、１万１千２００件余りの無駄取

りが出来ました。改善提案というテクニックを使った高度なものに

なりがちでしたので、身近なことから始めようと意識を変えて取り

組んでいます。小さなポイントを集めて表彰したり、良いものはフ

ァインプレー賞として賞金を出すこともしています。 

 

 

職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会    横山委員長横山委員長横山委員長横山委員長    

『『『『職業奉仕講演会及職業奉仕講演会及職業奉仕講演会及職業奉仕講演会及びびびびハプスブルグハプスブルグハプスブルグハプスブルグ展鑑賞展鑑賞展鑑賞展鑑賞のごのごのごのご案内案内案内案内』』』』    
２月２０日（土） 

 京都国立博物館で開催される、ヨーロ

ッパで君臨したハプスブルグ家の美術

品や絵画などが展示される「ハプスブル

グ展」を鑑賞致します。 

京都産業会館シルクホールにて行われ

る職業奉仕講演会は渡辺 RI 元理事によ

る『職業奉仕への私の思い～ロータリー

は人づくり』の講演を聞き、研修いたし

たいと思います。入会３年未満の会員さんは是非とも参加下さい。 
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『『『『気気気気づきのづきのづきのづきの力力力力』』』』    

日東日東日東日東シンコーシンコーシンコーシンコー株式会社株式会社株式会社株式会社     大久保政幸会大久保政幸会大久保政幸会大久保政幸会




