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忘れる前に、もう一度

会長 林田恒正 幹事 髙尾 誠

８月 ４日 （水 ） １５７９回 例 会

ロータリークラブの
ロータリークラブの発展を
発展を！！ ――弁証法的視野で
弁証法的視野で――
国際ロータリ―第２６５０地区
会員増強・拡大委員会
地区幹事 村田嘉孝
皆さん、こんにちは！先般、福井市長の選挙があり、選
対本部を一人で仕切りました。学校の先生をしていて一番
良いところは、教え子が多く、特に会員獲得には有効で、
たくさん入会してもらいました。
話をする前に、林田恒正氏のことを述べたいと思います。
私の尊敬する第一人者で、頭脳が緻密で、計算も早く、何
でも知っている。一緒に仕事をして、本当に尊敬の出来る
人だと思いました。私の父は機業を経営していましたが、
本当は学校の先生になりたかったのだとの思いがあり、私
が先生になりました。私も医者になりたかったので、息子に思いをいったところ、息子は医者になりまし
た。親の思いは子供に通じるものだと思いました。
恐竜の時代、哺乳動物は脳の発達により絶滅を防げたのではないかといわれています。恐竜は脳が小さ
かったといわれています。先日、４４０万年前の人類の化石が出てきたそうです。イエスキリストが出て
きて２０００年、今我々が生きている時代です。人間の歴史は長く、生きている時代はごくわずかという
ことです。
【会員増強について
会員増強について】
について】
福井北ロータリークラブは、昨年度スタートより２名純増し、現在１１７名です。現会員の内１３名は、
私が会員に誘いました。名前だけの人もいるし、真面目に出席してくれる人もいます。会員を募集するの
は機会があったら話をすることです。ここ２ヶ月間で２人の入会がありました。いずれも結婚式でのこと
ですが、会員の５３歳の方が結婚し、５０歳の奥さんです。羨ましいくらい美しい奥さんでした。もうひ
とつは会員の息子さんの結婚式で、いずれも来賓の方に「ロータリークラブに入りませんか？」と言った
ところ、入会してくれました。崇高な理想を掲げて会員を募集しても、なかなか難しいものですが、私が
力を入れたのは、同好会活動です。私が会長の時、積極的に同好会を充実させました。先日、丸岡ロータ
リークラブと、福井北ロータリークラブと競技マージャン大会を開催しましたが、福井県内のロータリー
クラブの競技マージャンクラブを作ろうかと思っています。例として・ワイン・旅行・囲碁・スケッチ・
山歩き・魚釣り・グルメ・音楽・ゴルフ・よさこい・テニス・温泉 etc。私は魚釣りが好きで、アラスカ、
キューバ、フロリダなど何処へでも出かけます。囲碁も好きで、いわば認知症予防ですが、マージャンや
囲碁は特に良いみたいです。同好会は活発に活動していますが、会員増強に結びつきます。人間は趣味で
繋がった友情や趣味で繋がった仲間は非常に良いものです。
【ロータリーの
ロータリーの創始者 ポール・
ポール・ハリスについて
ハリスについて】
について】
１８６８年アメリカに生れ、父ジョージ・ハリス、母コーネリアは経済観念が薄く、浪費癖があったた
め、祖父母に育てられた。１９０５年３７歳で弁護士になったポール・ハリスは３人の友人と始めたのが、
ロータリーの発端であった。
【固定観念の打破＝弁証法的思考】
ギリシア時代 飛ぶ矢は静止いている。万物は流転する。アキレスは亀に追いつけない。人は同じ川の
流れに２度入ることは出来ない。などと言われ、A 地点と B 地点との間に、中間地点があり、中間点を超
えることは永久に出来ない。私達は本質を理解しているようで、理解していない。分かったように感じて
いるに過ぎない。と、いうのはギリシアの自然哲学者の考え方で、ソクラテス、プラトン、アリストテレ
スが引き継ぎました。その流れの後にヘーゲルがいます。ヘーゲルはある状態、戦争が終わった。平和に
なった。しかしこれで終わりではなく平和の中に矛盾が出てくる。対立する矛盾と今の現状との真ん中か
ら出てくるのが歴史の本質だと考えました。
「歴史の中に法則を見つけようとした。
」私はロータリーの精
神と合わせようとしました。
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【ロータリー財団
ロータリー財団の
財団の使命】
使命】
私は外国には２０数回いっていますが、その都度、世界観が変わります。日本ほど福祉や教育など緻密
で細かくいろいろな政策をしているところはなく、他国に無い良い点がたくさんあります。ロータリアン
が人類の健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済することを目的に活動することで、出席や
増強を目的としていないで、もっと大きなことでロータリーの精神を生かせば、もっとゆったりとした社
会の中でロータリーの精神を生かしていけるのではないでしょうか？
【すだちの家のこと】
自閉症とは家に閉じこもっている子のことだと思っていましたが、生まれながらに脳の遺伝子が１つ逆転
している為に、絶対に治療することが出来ない、会話が出来ないなどの障害があります。親がなくなり帰
る家の無い子が多くなってきています。自閉症を理解していただくための購読料です。皆さんのご理解を
頂き、賛助費として千円以上頂ければすだちの会報にお名前を記させていただきます。よろしくお願い致
します。
本日は私を卓話者にして頂き、感謝を申し上げます。ありがとうございました。

８月 １１日 （水 ） １５８０回 例 会

新会員卓話 髙倉文寛会員
入会日：２０１０．４．２１
事業所：(有)西洋菓子倶楽部代表取締役社長
生年月日：昭和３４年２月２８日
皆さんこんにちは。私は、三代続く菓子業を継ぐと
いうことは学生時代には全く考えていませんでした
が、大学受験に失敗し今後を考えている時に伯母達の
助言もあり心動かされる和菓子に出会ったことが、四
代目を継ぐきっかけとなりました。日本菓子専門学校
在学中に「コーヒーの隣には美味しいケーキがなくてはいけない」との思いが強く感じられ洋菓子の世界
に興味を持ち、卒業後日本一を目指す会社、アンリ、シャル、パンティエに入社しました。ここでの経験
は常に目標を持ち高き経営理念を掲げる事の重要さを学びました。22 歳で西宮のパン屋の洋菓子部門の立
ち上げを任され、店の経営等多くの事を学びました。その経験が西洋菓子倶楽部の創業に大きな力となり
ました。
創業当時の目標を「洋菓子の老舗になる」として、その思いから 100 年経っても色褪せない「西洋菓子
倶楽部」という店名にしました。長く商売を続けるには家族経営が理想ですが、洋菓子店の経営を安定さ
せるには進物品が売れなくてはならないと思い「箱づくり」の企画やロットの問題もあり、ある程度の規
模が必要であると決意し多店舗展開に踏み切りました。アピタ丸岡店、アピタ大和田店へ出店し「バーム
クーヘン」のオリジナルブランド化に成功し、またセントラル工場の増設や福井西部地区への出店、北四
ツ井店のリニュ－アルなど拡大に努めていきました。ちょうどこの頃、様々な問題が重なり精神的に体調
を崩しましたが、約 5 年の静養を経てこの 4 月に現場復帰することが出来ました。直前に福井県の経営革
新計画の承認を頂いていて、その計画を基に家内を中心に若いスタッフ達が頑張ってくれました。そのお
陰でこの難局を乗り越える事が出来ました。
今後の展開として今年 12 月に山中温泉に初めて「高倉」の名前が入った店名でサロン・ド・テ西洋菓
子倶楽部「高乃倉」をオ－プンいたします。石川県での展開が始まるのですが「高乃倉」は創業の地であ
る「丸岡」を象徴する意味でこれからの柱となるように努めていきます。この新店舗を基点とし「加賀ブ
ランドの洋菓子店、土産菓子」を目指していく為、
「献上加賀棒茶」で有名な㈱丸八製茶場とコラボし地
産地消の取り組みに特化し、近隣の旅館内や加賀温泉駅、金沢駅をはじめとする駅中のブース、小松空港、
高速道路の SA エリアのお菓子のブース販売へと繋げていきたいと思っております。石川での最終目標は 4
年後に開通する北陸新幹線の金沢駅の「みやげ横丁」へのテナント出店であります。
加賀での取り組みの経験を福井にフィードバックし「地産」をキーワードに商品企画、開発し更なるブ
ランドの向上を目指していきたいと思っています。来年の５月７日で高倉家が「御菓子」を生業として
１１０周年を迎えます。この記念すべき日に米松店に「ティーバザール 1901」と名付けた喫茶コーナーを
オープンします。またこの日から｢ミルク饅頭常太郎｣なるお菓子(常太郎は開業の祖)の全店での販売を開
始したり、様々なイベントを企画して祝いたいと思っております。
いろんな人に支えられここまで成長できました。これからも人のご縁を大切にしていきたいと思います。
今後とも皆様のご支援よろしくお願いします。
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８月 ２５日 （水 ） １５８１回 例 会

就職模擬面接会

会 場 ：坂 井 農 業 高 等 学 校

就職模擬面接会
会 場：坂井農業高等学校
時 間：９時～１２時
面接官：２２名
生 徒：坂井農業高校 ４８名
丸岡高校
１２名

林田恒正会長
林田恒正会長 （講演会場で挨拶）
皆さん、こんにちは今日は丸岡ロータリークラブが、皆さんの就職面接で少し
でもお役に立つようにと、模擬面接会を開催いたしました。
実際の模擬面接では皆さんがこれまで「良く勉強してきたなあ」と感じされら
れるような面接でした。
私たちロータリークラブは地域社会にお役に立てるようにと、いろいろな活動
を行っております、本日面接官をお勤めいただいた方々はビジネスを始め多方面
に活躍されていらっしゃいます、これから巣立つ皆さんにお役に立てばと願いお引き受けいただきました。
私が面接した皆さんは、こんにちのような厳しい就職戦線の中でもきっと良い成績を上げられると確信
いたしました。
これより、今一度皆さんのお役に立てばと就職についてのお話があります。
先生のお話をご静聴いただき皆さんの将来に光が射すことを願ってご挨拶といたします。

講 演

「自分の
自分の居場所」
居場所」

サクセス・
サクセス・パワー福井有
パワー福井有限会社
福井有限会社
代表取締役
加藤 喜代美
代表取締役

私は社員のやる気を引き出すという仕事をしています、どうしたら自分の思
いが形になるか、また伝えられるかの方法をお伝えしております。皆さんは将
来就職をされますが、どういう風に表現したら、どういう風に伝えたら自分を
アピールできるかを私の話の中でご理解いただければと思います。
これから自分の居場所ということで話を進めて参ります。
私の高校生時代はやる気もなく、何となく過ごしていました、その後年月が
過ぎある日突然知りたかったことが「これなんだ」と見えたのです。そして２
５歳なって始めて自分の居場所は「ここなんだ」と気付き、これからどうする
かと真剣に考えたことで自分を大事にすることが出来ました。
今日お話しする中で皆さんがしっかりと自分を見つけ、自分を大切にすることが出来れば幸いです。
それには先ず自分の居場所ですが、これはなかなか見つからないんです、例えば会社に入ってしばらく
して自分を見失い仕事をやめてしまい自分の居場所を探します、しかし見つかりません。

月 間 ８ 月 号 ＮＯ， ４
※ 自分の
自分の居場所のつく
居場所のつくり
のつくり方
皆さんの居場所、今は学校、家庭、そしてこれからは職場、これらの中で居心地の良い居場所はどこで
しょう、自分で作るしかないのです。
自分以外の人に作ってもらっても、いつか必ず不満が生まれます、ですから自分のことを一番理解して
いるのは自分自身ですから、作るのは自分自身なのです。
そして、それは自分自身と向き合うことです。
１． 自分自身と
自分自身と向き合うということは。
うということは。
自分のヒストリーを知ることです。 写真、卒業文集、
作文などから自分の過去を知ることです。
２． 家族に
家族に聞いてみよう。
いてみよう。
自分が生まれたときの様子や、自分につけられた名前の
由来、両親の出身地などこれらのことを知ることは自分
の自信につながることが沢山あります。
３． 友達に
友達に自分のことをきいてみよう
自分のことをきいてみよう。
のことをきいてみよう。
自分を探るために友達に聞くと思わぬ答えが返ってくる
ことがあります。
言い訳せずに、それを受け入れて自分をもう一度見直すことです。
※ 人間関係づくり
人間関係づくり（
づくり（コミニュケーション
コミニュケーション能力）
能力）
社会に出て一番求められることは次の事柄です、先ず応援者を作ることが大切です。
それには先ず自分自身を理解して、そして応援者にあなた自身を理解していただくことです。
そして、会社や社会のいろいろなルールを知り、聴く力を身につけ、質問をしたり、伝えたりする力を
養うことです。
※ 人生の
人生の春夏秋冬
０歳
２０歳
４０歳
６０歳
玄冬
青春
朱夏
白秋
学んだことを発揮できるとき 全てのことで超人になれるとき
思い悩むとき
一番学べるとき
※ ナンバーワンで
ナンバーワンでオンリーワン
どれだけ自分が学んだことを花に出来るかで、味わえる人になり、これが自分の強みになれます。
そして何事も一生懸命になること、これこそが社会が求める人材です。
今日はこのような機会を与えていただいた丸岡ロータリーの皆様に感謝いたします。
林田恒正会長
林田恒正会長 謝 辞
加藤様今日は大変有難うございました。学校ではこのようなお話は聴くチャンスが御座いません、自
分を知ることは大切なことです、自分を知ることで将来が開けます。皆さんは今日のお話をしっかりメ
モされたと思いますが大切にし、これからの人生に役立ててください。
例会場にて
例会場にて 坂井農業高等学校 長谷川校長先生
長谷川校長先生のお
校長先生のお礼
のお礼の言葉
日頃より高校教育、就職に対してご理解ご支援いただき有難うございます、
心より御礼申し上げます。
そしてまた本日は業種ごとの就職模擬面接、就職に関する公演をご企画い
ただき有難うございます。
生徒も大変緊張しての実践でございました。学校側でも模擬面接をいたし
ておりますがまた違った形態でございましたので余計緊張が高かったと思います。
私もそれとなく廊下を回らしていただき子供たちに声をかけましたが、緊張の余り声が返ってこな
く、
・・・いい経験をさせていただきました。これからはこの経験を活かし指導していきたいと思います。
ハローワークの話では、今年の求人倍率が 0.78 倍という数字でございまして、大変危惧いたしており
ます。しかしながら本日ご指導いただきましたことを参考に学校を挙げて生徒たちを指導していきたいと
思います。
昨年度もこういうかたちでご協力いただいたお陰で学校を通じての内定率１００％という成果をいた
だきました。
これも、丸岡ロータリークラブの皆様方の熱心なご指導のお陰と感謝いたしております。
早朝よりいろんな面で熱心にご指導いただきましたこと心より御礼申し上げます、有難うございました。
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