
    

    

                                                                                    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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    

『『『『    それでこそそれでこそそれでこそそれでこそロータリーロータリーロータリーロータリー    』』』』    
    

    

    

 

  
みなさんこんにちは。 

 今日は、大安です。非常にう

れしい日でもあります。お二人

の新入会員をお迎えしています。

後ほど自己紹介等よろしくお願

い致します。 

 私は歴史など好きなので、１月１７日（日）、発掘された日本列島２００９

年の展示会に、愛知県安城市へ行って参りました。毎年９００ヶ所を越える

所で遺跡が発掘されています。毎回行くようにしているのですが、今回の展

示には、勝山市の白山平泉寺境内から発掘された青白磁観音像等もあり、少

し羨ましかったです。豊原寺跡からもいずれ発掘されれば良いと思いました。 

 今日は、昔のお役人の話をしたいと思います。福井県には遺跡を発掘して

も、そこから出てきたものを展示する場所が、あまりありません。県立図書

館で展示したり、博物館やあちこちの公民館に置いてありますが、隣の石川

県には、石川県埋蔵文化財センターというのがあります。金沢西インターを

下りて右へ行きます。入場無料ですから、ご家族を連れて一度是非どうぞ。

そこには石川県の津幡町というところから、２０００年に出土した牓示札 

が展示してあります。これは歴史の本には必ず出てくる、いわば命令書です。

ただの板なのですが、墨の跡が浮かび上がり、一度墨で書くと墨は消えても

赤外線テレビで見るとはっきり見えます。そのテレビは、浜松テレビの社長

が発明し、外国ではハママツと言われています。そこには古代の行政の姿が

あり、朝４時から晩８時まで働け働けと書いてあります。これを道を通る人々

に(人々は字が読めませんから）お役人が読みながら説明し、命令していたと

考えられています。朝４時に起きるのではありません。野良に出て働いてい

なければなりません。晩の８時に寝るのではありません。８時まで野良に出

て働いていなければなりません。酒ばっかり飲んでいてはだめだとか、遊ん

でばかりでもだめだとか、なかなか厳しく、楽ではない、そういった情景が

浮かんできます。是非、家に帰ってから読んでみて下さい。 

 今は政権が変わっても、平和な時代が続いていますが、私たちが身を粉に

して働かなければならないのは同じです。お役人も是非公僕という字の通り、

国民の為になる仕事をして頂きたいものです。 

 

 

 

 

※ ハイチ地震義援金ご協力のお願い 

※ ポリオ撲滅に向けたロータリー２億ドル

チャレンジへのご協力のお願い 

※ 山中RC創立４５周年記念例会のお願い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

第第第第１５５３１５５３１５５３１５５３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    （（（（１１１１月月月月２０２０２０２０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】】】】 

【【【【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）  

前川・下田・金・奥村・髙嶋・横山・下村・山田・髙尾・倉本・桑野・高山・島田・山本 

 （本日21,000円 本年度累計430,000円） 

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

※ 確定申告用領収書の配布 

前川・北・下田・藤本・金・奥村・横山・下村・山田・髙尾・倉本・桑野・高山 

島田・山本           （本日27,000円 本年度累計493,000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・・・島田さん、山本さんの入会を祝して。 

奥村・・・島田さん、山本さん、入会おめでとうございます。 

島田・・・新入会の島田利男です。よろしくお願いします。 

山本・・・これからも、よろしくお願いします。 

池田・・・島田さん、山本さん、入会おめでとうございます。 

中島・・・島田さん、山本さんの入会を祝して。 

竹澤・・・島田さん、山本さんの入会を祝って。 

林田（千）・・島田さん、山本さん入会を祝します。金先生、長い間お世話になりまし

た。昨日の新聞を見てホッとしました。 

小見山・・山本さん、島田さんお二人の入会を祝し。今後ともよろしくお願いします。 

前川・・・新年明けましておめでとうございます。島田さん、山本さんの入会を祝して。

今年もニコニコ箱委員会へのご協力をお願いします。 

林田（数）・・山本氏、島田氏の入会を祝して。早退させていただきます。 

藤本・・・島田さん、山本さんようこそ入会、心より歓迎いたします。 

金・・・・・島田さん。山本さん御入会を歓迎します。又、本日所要があり早退します。 

横山・・・島田さん、山本さんの入会を祝して。 

林田（恒）・・新入会員の皆様、ロータリーで楽しくお付き合いをお願いします。 

山下・・・島田さん、山本さん入会おめでとう。 

下村・・・島田さん、山本さん入会おめでとうございます。 

竹内・・・あけましておめでとうございます。出席率が悪いですが、今年もよろしくお

願い致します。 誕生日を自祝して。 

髙尾・・・新入会員があり。 

倉本・・・島田様、山本様新入会おめでとうございます。仲良くネ！ 

桑野・・・山本さん、島田さんクラブ入会おめでとうございます。一緒に未来に向か

いましょう！！ 

野尻・・・島田さん、山本さんの入会を祝して。 

玉川・・・島田さん、山本さんの入会ありがとうございます。今後ともよろしくお願いし

ます。 

高山・・・島田さん、山本さん、入会おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 8 1  75.0 

本 日 の 合 計 本日迄の累計 前年度実績 

48,000円 929,400 920,000

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 ://www.maruokahttp ://www.maruokahttp ://www.maruokahttp ://www.maruoka----rotary .comrotary .comrotary .comrotary .com     会会会会長長長長    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 ４１ ５ ５ ４１ ５ ５ ４１ ５ ５ ４     

    

平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年    ２２２２月月月月３３３３日日日日（（（（水水水水））））    

外部卓話外部卓話外部卓話外部卓話    

（（（（財財財財））））21212121世紀職業財団世紀職業財団世紀職業財団世紀職業財団    福井事務所福井事務所福井事務所福井事務所        

所長所長所長所長    三田村賢一様三田村賢一様三田村賢一様三田村賢一様    

次 週次 週次 週次 週 のののの例 会例 会例 会例 会         第第第第 １５５５１５５５１５５５１５５５ 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 １５５４１５５４１５５４１５５４ 回回回回     

    平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年    １１１１月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（水水水水））））    

会員卓話会員卓話会員卓話会員卓話    横山茂樹会員横山茂樹会員横山茂樹会員横山茂樹会員    

『『『『    職業奉仕職業奉仕職業奉仕職業奉仕へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ    』』』』    

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   

  

 

 

下田会長下田会長下田会長下田会長よりよりよりより会員会員会員会員バッチバッチバッチバッチをををを胸胸胸胸にににに    

 

 

 

 

 

 

 

島田利男会員島田利男会員島田利男会員島田利男会員  昭和 22 年 2 月 22 日生 

職業分類 自動車販売 

事業所   関西車体 

住 所   丸岡町里丸岡 

推薦者  竹澤会員 

奥村会員 

 

 

山本雅人会員山本雅人会員山本雅人会員山本雅人会員  昭和 34 年 5 月 30 日生 

職業分類 繊維品加工 

事業所  丸岡アートプリンティング㈱ 

住 所   丸岡町朝陽 

推薦者 釣部勝義 

      林田千之 

 

 

 

下田会長下田会長下田会長下田会長よりよりよりより、、、、目標額目標額目標額目標額をををを達成達成達成達成したしたしたした会員会員会員会員をををを    

表彰致表彰致表彰致表彰致しましたしましたしましたしました。。。。        （下田会長を除く） 

ロータリーロータリーロータリーロータリー財団財団財団財団    （（（（目標額目標額目標額目標額 18,00018,00018,00018,000 円達成者円達成者円達成者円達成者））））    

  金 定 基 会 員 

奥村雅徳会員 

林田數一会員 

下村晴夫会員 

  山 田 栄 会 員 

倉本正一郎会員 

桑野賢吾会員 

玉川佳一会員 

 

  

 

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    （（（（目標額目標額目標額目標額 24,00024,00024,00024,000 円達成者円達成者円達成者円達成者））））    

奥村雅徳会員 

山 田 栄 会 員 

倉本正一郎会員 

桑野賢吾会員 

 

 

 

 

米山奨学生 章 政君へ 

 1 月分 奨学金授与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

昨年１０月に、地区からの要請で、ロータリー

活動に関してのアンケート調査がありましたが、

その結果が各県、クラブ毎に送られてきました。 

 その中で下記５項目程、他のクラブとの意識、

考え方に差異があるのではと、思われる項目につ

いて、皆さんで話し合っていただきたい。発表者

の方は例会にて発表の時間を設けますので、よろ

しくお願いします。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 班 林田（恒）・池田・桑野・高山 

2 班 髙尾・中島・林田（千）・島田・前川・下田・山下・玉川 

3 班 髙嶋・竹澤・奥村・竹内・下村・倉本 

4 班 横山・藤本・小見山・北・野尻・山本 

 
内       容 

丸岡 RC 

(%) 

県内 19RC 

(%) 

15 あなたは、クラブへの要望や質問がありますか？ 64.0 33.5 

20 
あなたは、ロータリアンとして厳しさが必要だ 

と思いますか？ 
88.0 61.1 

48 
あなたは、クラブにマンネリ化を感じたことが 

ありますか？ 
84.0 60.8 

49 
あなたは、クラブに新風を吹き込む必要があると 

思いますか？ 
88.0 59.5 

52 あなたは、年会費が高いと思いますか？ 64.0 44.4 

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 ！！！！     

『『『『ロータリーロータリーロータリーロータリー情報集会情報集会情報集会情報集会』』』』    

藤本豊藤本豊藤本豊藤本豊ロータリーロータリーロータリーロータリー情報委員長情報委員長情報委員長情報委員長 

新会員入会 

歴史探訪歴史探訪歴史探訪歴史探訪   吉谷不動明王吉谷不動明王吉谷不動明王吉谷不動明王            丸岡丸岡丸岡丸岡町竹田町竹田町竹田町竹田    丸岡町指定文化財丸岡町指定文化財丸岡町指定文化財丸岡町指定文化財（（（（史跡史跡史跡史跡））））

吉谷寺は天台宗豊原寺とともに繁栄し、滝に打たれて護摩をたいての荒修業は格好の霊場

です。現在竹田地区の山中にわずかに観音堂と不動堂のみが残っている。 

 テツの鎖にすがって岸壁を登ると、10ｍ余りの岩屋が滝の裏にある。不動明王は秘仏と

して奥の院に納められている。吉谷寺跡は町指定文化財（史跡）です。 

Ｐ６． ポール・ハリスの合理的ロータリアニズム 

     P8 に宝石のような言葉がちりばめられています。 

            ロータリーロータリーロータリーロータリー理解推進月間理解推進月間理解推進月間理解推進月間ですですですです。。。。是非是非是非是非、、、、おおおお読読読読みみみみ下下下下さいさいさいさい。。。。    

『ロータリーの友』ポイント紹介 

    金 雑誌・資料・IT 委員長 

クラブクラブクラブクラブ表彰表彰表彰表彰    

Ｐ② 温室効果ガスにて地球の

温度が上がり、具体的な数字

にて、低酸素社会を展開して

いる。温室効果にて新しい街

づくりを工夫している。 

P⑯クリーニング業者を 

ロータリアンに 

P22.ああ、家族制度 

「父親は我家の道徳であり、

母親は我家の女神である。」 


