
 

 

  

平成２９年１０月１７日発行 

平成２９年１０月１７日（火）第 1911回例会 

18：30  開会点鐘 

君が代・ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ「我らの生業」 斉唱 

会長挨拶 山中ＲＣ  辻   等   会長 

丸岡ＲＣ  山下 健治 直前会長 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

①第 6回日台ロータリー親善会議の案内 

②2018 学年度米山奨学生の世話クラブ引受けに

関するアンケートのお願い 

③国際ロータリー第 2650地区ローターアクト 

地区親睦会 

第 2回会長幹事会並びに部門別協議会の案内 

≪他クラブ≫ 

① 会報 島原南 RC 

委員会報告 

  ①例会出席報告 

②ニコニコ箱 本日の寄付報告 

18：45  閉会点鐘 

19：15 記念講演 

『山中芸妓ぼたん姐さんの山中節教室』 

松風千鶴子（ぼたん）氏 

19：20 懇親会  ～21：00 （帰りのバス 21：15） 

 開会挨拶 山中ＲＣ  辻  等  会長 

 乾杯   丸岡ＲＣ  山下  健治 直前会長 

～御祝儀の舞～ 山中芸妓連 

親睦ゴルフ大会表彰 

「手に手つないで」 

中締め  丸岡ＲＣ  林田 千之 会長エレクト 

閉会挨拶 山中ＲＣ 西   俊夫 会長エレクト 
    

本日の例会  

平成２９年１０月３０日（月）⇒ ２８日（土） 
第 1913回例会 

ＩＭ 第５組 アオッサにて ホスト：福井北ＲＣ 

   13:00開会式 17:00閉会式 

懇親会 ユアーズホテルフクイにて 

 17:30～18:45 

  １０月３０日（月）はお休みです 

平成２９年１１月 ６日（月）第 1914回例会 
米山奨学生卓話       王丽琴さん 

米山奨学金授与 (１１月分) 王丽琴さん 

 

平成２９年１０月２３日（月）第 1912回例会 
タイ・スタディツアー報告会 丸岡高校生 

米山奨学金授与 (１０月分) 王丽琴さん 

 

福井県内クラブ例会日・開催場所　

福井東・アオッサ3FWelAossa 福井南・繊協ビル8F大ホール

福井ﾌｪﾆｯｸｽ・ｸﾞﾗﾝﾕｱｰｽﾞﾌｸｲ

勝　山・勝山市民活動ｾﾝﾀｰ
武　生・武生商工会館
若　狭・ホテルせくみ屋

敦　賀・福井銀行敦賀支店2F
鯖江北・神明苑内 * 福井水仙・福井パレスホテル
大　野・大野商工会館1F

福　井・ユアーズホテルフクイ
武生府中・農協会館３Ｆ

鯖　江・鯖江商工会館３Ｆ
三　国・三国観光ホテル

福井あじさい・リバージュアケボノ

福井西・バードグリーンホテル

* 敦賀西・プラザ萬象

福井北・グランユアーズフクイ
*丸岡・城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

　　無印＝12:30開会　　＝19:00開会*

金 曜 日木 曜 日水 曜 日火 曜 日月 曜 日

今後の予定  

次回の例会  

ビジター受付のみ 12：00～12：30 

福井 RC 木 10/19 11/9 12/21 

福井あじさい RC 金 10/20 

福井西 RC 金 10/27 

福井東 RC 月 10/30 

福井南 RC 火 10/24 11/28 

三国 RC 金 10/27 

武生 RC 火 10/31 

武生府中 RC 木 10/19 11/2,16 

若狭 RC 火 10/24,31 11/28 

 
ビジター受付のみ 18：00～18：30 

福井水仙 RC 木 10/26 11/30 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火 12/19 

 



 

  

金 定基 会長挨拶                            １０月２日（月） 

 ロータリーの第一標語 Service above self 

One profits most who serves best.と並ぶもう一つの標語、Service above self は誰が、いつ、

どのような意図で言ったか不明です。又、その記載は変化しており、Service, not self が初めで、

Service,before self と記載されたこともあるようです。表立って使われたとされる記録は、ミ

ネアポリス・クラブの第 2 代会長フランク・コリンズのスピーチとされています。 

「ロータリークラブの組織では、なすべきことはただ一つであり、それを正しく始めなければ

なりません。……自らの利益が得られるかも知れないと思ってロータリーに入ってくる人達は、間違った部類の人

達です。それはロータリーではありません。ミネアポリス・クラブに採用され、当初から定着している原則は Service, 

not self です。」 

また、スピーチの中で次のようにも述べています。要約して書き出します。 

「・月に一回ではなく、毎週１回例会を開催している。 

 ・卓話は外部から呼ばず、会員が行っている。 

 ・友愛委員会の活動として、昼食例会のチケットを会員の事務所で発売し、会員がそれを買いに行くことによっ

て、会員間の人間関係を緊密にすることができるし、新入会員の世話をしたり、会員から提供された食品を集

めてディナー会を開催する活動を実施している。 

 ・ロータリアン同士の相互取引が原則であるが、ロータリアンの店だけの取引では限界があるので、積極的にロ

ータリアン以外の人とも取引するべきである。 

 ・他の会員との相互取引も大切である。（と言って、ロータリアンの紹介によって大きな取引ができた不動産業

者の実例を紹介している。） 

 ・ミネアポリス・クラブの会員同士の友情は素晴らしい。何か困ったことがあればミネアポリス・クラブに行き

なさい。ミネアポリス・クラブを象徴する言葉こそ Service,not self である。」 

１９１１年、殺伐として極端な自由競争の時代、誰もが目の色を変えてお金儲けに狂奔した時代、クラブ会員の

親睦の大切さを説き、ロータリアン同士の物質的相互扶助を会員以外に広げることによって、それらを利他の心だ

と説いたのかもしれません。また、自分だけの利益でなく相互扶助の原則（お互い様の心）を説いただけなのかも

知れません。 

いずれにしても、最初はあまり哲学的な意味は含まれていなかったと考えられます。さらに、フランク・コリン

ズはシェルドンのもとを訪れ、Service,not self を He profits most who serves best と同じ道徳律を表していると

説明し、シェルドンの承諾を得ているとのことです。 

ロータリーの目標・精神が発展的に成長し続けてゆく過程で、１９３０年頃からフレーズとしてインパクトのあ

る Service above self と変化しますが、「他人のことを思いやり、他人のために尽くす（超我の奉仕）」と言う、ロ

ータリーの哲学を表す標語として伝えられてきたと考えられます。 

１９５０年ロータリーのモットーと決められ、１９８９年に第一標語と定められました。 

第５回 理事会 議事録              １０月２日（月）  

【協議事項】    

①１１月例会プログラムについて【東角クラブ管理運営理事】 

全会一致で承認 

②三国 RC合同例会について【東角クラブ管理運営理事】 

林田數 丸岡の会員の登録料は予め会費の中で合同例会の登

録料として集めているので、今回の合同例会の登録料

は当日集金分と合わせて考えてほしい。山下 同意見 

林田千 山下の提案を踏まえて訂正し、全会一致で承認。 

１１月プログラム 

日  時 内  容 

11/6（月） 
祝事  

米山奨学生卓話＆奨学金授与 王丽琴さん 

11/13（月） ロータリーの友（11月号）解説 前川徹会員 

11/20（月） 
三国ＲＣとの合同例会 ホスト：丸岡ＲＣ 

外部卓話：貴志英生氏 （貴志医院 院長） 

11/27（月） 
会員卓話 林田千之会員 

『ＣＬＰについて』 

 



  卓 話                       １０月２日（月）  

『ロータリーの友（１０月号） 解説』      山岸 功 雑誌広報ＩＴ委員 

 

 
ロータリアンになった時点でロータリーの義務が有ります。 

1 つはロータリーの会費を払う事 

1 つはロータリーに出席する事 

1 つはロータリーの友を講読する事 

 

○ ロータリー米山記念奨学事業豆辞典 

・ 今月は米山月間です。ロータリー米山記念奨学会は 50 周年を迎えました。 

・ 事業の使命 日本で学ぶ外国人留学生に奨学金を支給し支援する国際奨学事業を行っております。 

・ 世話クラブ・カウンセラー制度 丸岡ＲＣでは米山奨学生、王さんを奨学生として預かっております。 

○ ロータリー米山記念奨学会財団設立 50 周年（7P） 

・ 1967 年年間 59 人だった奨学生数は今では約 800 人累計 125 の国と地域から 1 万 9,808 人を支援している。 

○ 学友たちの今（8P） 

○ 財団設立から 50 年間の主な出来事（10P-11P） 

○ 地区別寄付額・功労者数・奨学生数（13P） 

・ 2650 地区が群を抜いて飛び抜けている額を寄付している。 

○ 地域に育て！国際人 ようこそ、日本へ（14P） 

・ 具知安 RC では、増加する外国人観光客に対応する人材を育てる為、青少年奉仕委員会が中高生を対象とし

た英語観光案内コンテストを始めている。 

○ 最優秀賞に輝いた菅原君の語学留学レポート（16P） 

○ たま電車に４カ国語の図書を寄付（17P） 

・ 和歌山県の電鐵貴志川線はイチゴ電車やおもちゃ電車と 

いったユニークな電車を運行している。 

和歌山東南 RC では創立 45 周年を記念して計 5 駅にベンチを送った。 

○ 九州北部豪雨の話（18P） 

・ 次にいつ来るかわからない時でもボランティアに感謝感激です。甘木 RC は災害に負けずいち早く地元の復

興に向け尽力していきたい。九州豪雨義援金総額 76,776,431 円 

○ People of Action（22P） 

・ 誰に訴えかけるかがポイント 

○ 財団学友の上岡敏之さん新日本フィル交換楽団の音楽監督に就任（26Ｐ） 

・ 上岡さんは今から 32 年前に茅ケ崎ＲＣの推薦をされたロータリー財団学生です。 

○ 日本のロータリー１００周年を迎えるにあたり（28Ｐ） 

・ 記念バッチやロゴマークを作り日本のロータリーは 100 周年を迎えたことをＰＲしたい。この 100 周年は東

京ＲＣが 2020 年 10 月 20 日をもって 100 周年を迎えます。 

○ 第 46 回ロータリー研究会ご出席のお願い（31Ｐ） 

・ 関西にも関西ロータリー研究会がございます。1998 年 12 月に 2640 地区、和歌山の北中委員長と当地区の

私とで行った青少年交換事業の現状と展望というテーマのロータリー研究会の記録があります。 

○ 第 6 回日台ロータリー親善会議のご案内（32Ｐ） 

○ 食育の話（51Ｐ【Ｐ18】） 

《会員感想》 ロータリー米山記念奨学事業などロータリーの組織力やボランティア力を強く実感することがで

きました。山岸会員ありがとうございました。            （文責 川上 純幸） 

 



丸岡ロータリークラブ 
会員数：３５名 例会場：丸岡城のまちコミュニティセンター  例会日：毎週月曜日 19時 00分  

事務局：〒910-0251 福井県坂井市丸岡町一本田福所 22-24-3 東角建設(株) ２F  

TEL 0776-67-0410 FAX 0776-67－4811 E-mail webmaster@maruoka-rotary.com 
公共イメージ委員会 委員長―下村晴夫 会報委員会 委員長―瀬野友伸 副委員長―笹埜 博 

委 員―倉田教信 竹内伸一 前川 徹 

川上純幸 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者 １２名 
中島 林田千之 下田 金 山下 東角 倉本 

倉田 水﨑 松井 川上 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者 １０名 

中島 林田千之 下田 金 山下 倉本 

倉田 松井 川上 竹澤 

 

◆出席報告◆  出席委員会 

例会日 会員数 出 席 
届有

欠 
届無欠 

出席免除者 

欠席 
例会出席率 

10/2 ３５ ２６ ５ ２ ２ 78.79% 

【メーキャップ】 10/2～10/13 事務局受付分  
  10/11 大野RC 倉田 10/17分 

例会日 会員数 出 席 
ﾒｰｷｬｯ

ﾌﾟ 
欠席者 

出席免除者 

欠席 
修正出席率 

9/22 ３５ ２９ ２ ３ １ 91.18% 

 

 
◆寄付金の状況 ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 10月 2日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 35,000円 294,000円 754,000円 

ロータリー財団 16,000円 175,100円 

米山記念奨学会 15,000円 160,000円 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 ２１名 

金会長  ガバナー公式訪問、三国ＲＣでの合同例会

皆様御苦労様でした。 

林田幹事 誕生日を自祝して！ 

山下さん還暦コンペ。美味しい景品ごちそ

うさま！山岸さん友解説ご苦労様！ 

釣部   結婚記念日を自祝して。 

山岸   結婚記念日を自祝。ロータリーの友、皆様

一緒に読みましょう。 

小見山  本日？才を無事に迎える事が出来、感謝で

す。また、山岸さん御苦労さまです。 

前川重雄 誕生日を自祝して。山岸さんロータリーの

友解説ご苦労様です。 

下田   山岸さん「友」解説ご苦労様です。 

奥村   妻の誕生日祝いをいただいて。山岸会員

「ロータリーの友」解説ご苦労さまです。 

山下   山岸さん 本日はご苦労様です。 

前年度一緒に会長を務めた東近江ＲＣの

上田善四郎さんが亡くなられました。 

     謹んでご冥福をお祈りします。 

東角   妻の誕生日を自祝して。 

下村   山岸会員 ロータリーの友解説ご苦労様

です。 

倉本   山岸会員 本日はロータリーの友解説あ

りがとうございます。 

倉田   山岸会員 ロータリーの友解説有難うご

ざいます。本日都合により、早退させて頂

きます。 

 

 

 

 

委員会報告                    １０月２日（月）  

水﨑  早くも１０月になりましたね。この頃はロータリー 

例会が唯一の楽しみです。 

柿木  誕生日を自祝して。先日、栗林会のマージャン大会 

準優勝しました。私用の為、早退させて下さい。 

杉本  誕生日を自祝して。 

三寺  申し訳ありません。早退します。 

松井  山岸会員 ロータリーの友解説よろしくお願いい 

たします。 

上屋敷 山岸さん ロータリーの友解説よろしくお願いしま 

す。 

川上  おつかれ様です。山岸さん 友の解説よろしくお願 

いします。 

竹澤  山岸さん 友解説よろしくお願いします。 

 

１０月度祝事 

会 員 誕 生 日 

10/2 小見山会員 73 

10/2  前川重会員 68 

10/22 柿木会員    58 

10/23 林田千会員 79 

10/27 杉本会員   58 

結婚記念日 

10/7  釣部会員 

10/8  西出会員 

10/20  山岸会員 

10/23  川上会員 

 

会 員 夫 人 誕 生 日 

10/3   三寺会員夫人  恭子様 

10/14  奥村会員夫人  秋子様 

10/17  東角会員夫人  恵子様 

10/20  川上会員夫人  尚代様 

 


