
    

    

                                                                                    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

            

    

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    

『『『『    奉仕奉仕奉仕奉仕のののの理想理想理想理想    』』』』    
    

 

 みなさん こんにちは。 

 今日のお客様は、ミラクルエレファンツの

監督 野田征稔様と後援会事務局長・営業の

岩田清徳様です。後ほど卓話よろしくお願い

致します。   

 今週土曜日に職業奉仕の講演会の前に行

きます「ハプスブルク展」の話を致します。 

 ｢ハプスブルク王家｣という本の中で、日本

とも関係の深い話が出で、一度 TV でも話題になったことがありました。 

青山光子さんが縁あって、ハプスブルク家の貴族で１８９２年からオースト

リア・ハンガリー帝国の代理公使として東京へ赴任していた、ハインリッヒ・

クーデンホーフ・カレルギー伯爵と恋に落ち、結婚しました。１８９６年、

帝国へ帰国することになります。その時、明治天皇の皇后陛下は光子さんを

宮廷に召して、｢ヨーロッパへ行ったなら、クーデンホーフ伯爵夫人として、

日本の名誉を十分に守るように｣ との励ましのお言葉と記念品を賜りました。 

 しかし、伯爵は帰国１０年後の１９０６年に、子供７人を残して亡くなり

ます。１９１４年に勃発した第一次世界大戦では、日本と敵同士になります。

１９１８年にはオーストリア・ハンガリー帝国自体消滅してしまいます。異

国の地で一人ぼっち、孤立無援の中で７人の子供を教育し苦労を重ねます。

それでも、二つの祖国を思う心は変わらなかった。しかし、日本には二度と

帰ることはなかったとあります。 

 ヨーロッパはすさまじい戦争ばかりしてきた地域、それが今は｢ＥＵ｣（欧

州連合）として拡大中ですが、このヨーロッパ統合の包括的な思想、ヨーロ

ッパは一つを提唱したのが、リヒャルト・クーデンホーフ・カレルギー（１

８９４～１９７２）。日本で生まれたので日本名栄次郎、次男です。１９２３

年に『パン・ヨーロッパ』という本を出版し、欧州連合を提唱します。最後

の皇太子になったオットー・フォン・ハプスブルク（１９１２～）と共に世

界を廻り活動します。日本では、鳩山一郎元首相が｢友愛青年同志会｣を結成

してリヒャルトの理念を広めたとあります。光子さんは｢パン・ヨーロッパの

母｣と一時呼ばれ、その心が引き継がれています。スイスにあるリヒャルトの

墓碑銘には、ドイツ語とフランス語で｢パン・ヨーロッパ連合の創始者、ヨー

ロッパ合衆国の先駆者｣という言葉が記されています。 

 

  

               

 

※ 会長エレクト研修セミナー（PETS）の開催 

3/27 ホテルフジタ福井にて 10：00～ 

※ ガバナーノミニー地区公示 

   2012-13年度 大津RC 河本英典氏 

※ 第１１回ロータリー国際囲碁大会案内状 

   4/17-18 韓国・清州市ラマダプラザ清州ホテル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

第第第第１５５１５５１５５１５５７７７７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    （（（（２２２２月月月月１７１７１７１７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】】】】 2/18 横山会員（福井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）  

釣部・北・藤本・中田・高山・島田  （本日15,000円 本年度累計496,000円） 

目標達成者ー林田（千）・林田（數）・下田・金・奥村・髙嶋・横山・林田（恒）・下村 

山田・髙尾・倉本・桑野・野尻・玉川 

【【【【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）  

釣部・藤本・中田・島田        （本日13,000円 本年度累計571,000円） 

目標達成者ー下田・金・奥村・横山・林田（恒）・下村・山田・倉本・桑野・高山 

 

【【【【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・・・野田征稔様、卓話ありがとうございます。 

奥村・・・野田征稔様、本日は卓話ありがとうございます。 

池田・・・野田監督、エレファンツよろしくお願いします。 

釣部・・・林田千之さん、京都の会議に行って頂きまして、ありがとうございます。 

前川・・・野田様、卓話ありがとうございます。今年期待してます。頑張って下さい。 

林田（數）・・米山功労第３回マルチプルを頂きまして。 

藤本・・・野田監督、本日はご苦労様です。 

中田・・・野田様、卓話ありがとうございます。 

金・・・・・オリンピックの為、寝不足が続いています。 

横山・・・野田様、卓話ありがとうございます。米山功労を頂きまして。 

林田（恒）・・ミラクルエレファンツ頑張れ！野田監督、卓話ありがとうございます。 

山下・・・野田監督、本日は卓話ありがとうございます。 

下村・・・野田監督、卓話ありがとうございます。 

     林田數一さん、横山さん、米山功労者表彰、おめでとうございます。 

竹内・・・野田様、卓話ありがとうございます。 所用でちょっと早退 

山田・・・お先に失礼します。 

倉本・・・野田様、卓話ご苦労様です。ミラクルエレファンツ、今年こそ優勝を！ 

桑野・・・野田監督、卓話ありがとうございます。今年、頑張って下さい!!期待しています。 

玉川・・・野田様、卓話ご苦労様です。エレファンツを応援しています。頑張って下さい。 

高山・・・野田様、卓話ありがとうございます。 

島田・・・野田様、卓話ありがとうございます。 

山本・・・野田様、卓話ありがとうございます。 

 

 

 

 

髙嶋ＳＡＡより    
 毎月第毎月第毎月第毎月第３３３３週週週週のののの例会時例会時例会時例会時、、、、ロータリーロータリーロータリーロータリーのののの綱綱綱綱領領領領、、、、    

    職業宣言職業宣言職業宣言職業宣言などをなどをなどをなどを、、、、全員全員全員全員でででで唱和致唱和致唱和致唱和致しますしますしますします。。。。    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員数 出 席 欠席届有 欠席届無 
ﾒｰｸｱ

ｯﾌﾟ 
出席率％ 

36 32 4 0  88.88 

本 日 の 合 計 本日迄の累計 前年度実績 

40,000円 1,080,400円 1,037,000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 ８１ ５ ５ ８１ ５ ５ ８１ ５ ５ ８     

    

平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年    ３３３３月月月月３３３３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集会情報集会情報集会情報集会    

結果発表会結果発表会結果発表会結果発表会    

藤本藤本藤本藤本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    

次 週次 週次 週次 週 のののの例 会例 会例 会例 会         第第第第 １５５９１５５９１５５９１５５９ 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 １５５８１５５８１５５８１５５８ 回回回回     

    平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年    ２２２２月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（水水水水））））    

外部卓話外部卓話外部卓話外部卓話    

かすみがかすみがかすみがかすみが丘学園丘学園丘学園丘学園    

理事長理事長理事長理事長    本多本多本多本多奥右衛門奥右衛門奥右衛門奥右衛門様様様様    

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  

  

 
 

 

 

 

  職業を通じて社会に貢献するロ

ータリークラブと同様に、私も野球

を通じて、同じ気持ちで若い選手を

育成しています。 

 

『私の野球人生』は４２年間、い

ろいろなことがありました。 

私は長崎県諫早市出身です。中学

時代には少々ぐれていましたが、好

きな野球はずーっと続けていました。 

私が野球に憧れたのは、中学時代

に諫早で西鉄ライオンズのオープン

戦があり、西鉄ライオンズ・ベンチ

のバットボーイ、ボールボーイにな

りました。中西、稲尾など野球選手

を初めて見て、選手のユニホーム姿

や夢を追う姿がカッコ良く、プロ野

球選手になりたいなぁ―と、憧れました。ＰＬ学園に進学するきっ

かけはこんなことからです。両親がＰＬ教団を信仰し、その両親の

勧めもあって、ＰＬ学園高校に入学致しました。もしかすると長崎

にいるよりも、大阪に行った方がプロ野球選手になれるかも知れな

いと思ったからです。 

ＰＬ学園では２年生の時、当時の天下の浪商に挑み、延長戦で負

けましたが、やっと名が知れた程度でした。私

が卒業後に初めて選抜にて甲子園に出場しまし

た。私はノンプロＰＬ教団に所属していました

が、昭和３８年の解散に伴い、阪神タイガーズ

に途中入団いたしました。当時は豪傑者が多く、

夜の誘いも多かったのですが、こんなことでは

一軍に上がれないと思い、自分のタイムトライ

アルを作成しました。グランドでは１０時から

の練習、帰りが２時、３時ならば、夕方まで休

憩、夕食後８時からバットスイング３００～４

００本程するということを決めました。 

 

    

    

    

２月２０日（土）京都産業会館８階シルクホールにて開催された

地区職業奉仕講演会に１３名が参加しました。 

2006-08 年度 RI 理事渡辺好政

氏が、『職業奉仕への私の思い』

～ロータリーは人づくり～と題

して熱き思いをﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄにて講

演されました。 

 

 

          

 

京都国立博物館にて 

『THE ﾊﾌﾟｽﾌﾞﾙｸ展』を 

鑑賞しました。 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和４３年にウエスタンリーグで３割５分で

首位打者になり、その後一軍に上がることが出来

ました。一軍の試合に出たい強い気持ちと、今ま

で野球に打ち込んできたのは、母親が甲子園には

見に来れなかったので、テレビで映ることが一番

の親孝行でないかと思い、つらい時や遊び心が出

た時でも、自分のスタイルは変えないで、貫き通しました。その結

果、村山監督の時、急遽ショートを守ることになり、その後３年間

レギュラーを取ることが出来ました。昭和５０年に引退し、田淵さ

んや藤田平さんと行動を共にするマネージャーということで、フロ

ントに行くことになりました。マネージャーは十数年間しましたが、

広報も用具係もいろいろなことを仕切っていました。    

現役のプレーヤーでやれた喜びは、投げ出さなか

ったこと、誘惑に負けなかったことが一番大切なこ

とだったんだと、今の選手にも教えています。 

２年間ミラクルエレファンツを指導してきまし

たが、学校で正しく教えて下さってはいますが、技

術だけでなく、打球に応じた自然なフォーメーショ

ンで動くことが出来ない選手が多いのです。これが

出来ないとプロの選手になれないと教えています。 

 

私が今年ミラクルエレファンツの監督を務めさせて頂きますが、

是非とも、応援の方よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

功労者 第１回 横山茂樹会員 

功労者 第３回 林田數一会員 

 

 

 

 

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    表彰表彰表彰表彰    

ポール・ハリス・フェロー認証状 
      

           山田 栄会員 

 

 

 

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 ！！！！     

福井福井福井福井 ミラクルエレファンツミラクルエレファンツミラクルエレファンツミラクルエレファンツ監督監督監督監督    野田征稔様野田征稔様野田征稔様野田征稔様     

『『『『私私私私のののの野球人生野球人生野球人生野球人生』』』』    

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    表彰表彰表彰表彰    
職 業 奉 仕 講 演 会職 業 奉 仕 講 演 会職 業 奉 仕 講 演 会職 業 奉 仕 講 演 会     参 加参 加参 加参 加  

歴史探訪歴史探訪歴史探訪歴史探訪       大善寺大善寺大善寺大善寺のののの鐘鐘鐘鐘（金銅孔雀文磬）     （坂井町下兵庫） 

鎌倉時代に作られたもので ，国の重要文化財に指定されています。 

お寺の行事があるときに，合図として使われました。 


