
 

 

  

 

  

平成２９年１２月３日発行 

平成２９年１２月３日（日）第 1918回例会 

12：30   開会点鐘 

君が代・ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「四つのテスト」 斉唱 

会長挨拶  金 定基  会長 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

①2018年度決議審議会への決議案の提出案内 

  ②国際ロータリー2017年 12月のレート 

１＄＝112円（2017年 11月＝114円） 

委員会報告 

  ①例会出席報告 

13：00  閉会点鐘 

 

 

13：05 クリスマス家族会 開会 

    開会挨拶  金会長 

    乾杯    水﨑パスト会長 

    アトラクション 

    閉会挨拶  林田会長エレクト 

    「手に手つないで」 

 倉本ソング委員長 
 

本日の例会  

平成２９年１２月１８日（月）第 1920回例会 
新入会員卓話 宮谷正志氏 

地区大会ＰＲ 京都東ＲＣより  例会後 総会 

 12：00～16：00 丸岡支所で街頭献血 

平成２９年１２月２５日（月）第 1921回例会 
外部卓話   武曽素行氏（手紙の館館長） 

           

 

平成２９年１２月１１日（月）第 1919回例会 
ロータリーの友（１２月号）解説 

上屋敷 貴紀 雑誌・広報・ＩＴ委員長 

 米山奨学金１２月分 授与 （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 12/21 1/18 3/8 

福井東 RC 月 12/18 

福井西 RC 金 12/22 

福井南 RC 火 12/19 

福井北 RC 水 12/6,20 

福井あじさい RC 金 12/22 

武生 RC 火 12/26 

敦賀西 RC 木 12/14,21 

 

ビジター受付のみ 18：00～18：30 

福井水仙 RC 木 12/21 1/11 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火 12/19 

 



 

  

金 定基 会長挨拶                           １１月２７日（月） 

 ロータリーの標語について① 

ロータリー発祥後しばらくして、ロータリーの目的や存在理由について疑問を持つ人が出

始めたので、ロータリーの新しい理想を考え、それを明確にするための委員会が設置されて、

アーサー・フレデリック・シェルドンが委員長に任命されました。彼は、悪徳と信用不安が

横行し、消費者は自分で自分を守るしかなかった当時にあっても、公明正大に経営している

商会や会社が大成功している事実を知って、その理由を探求し「常に他人の立場を考えて、 

他人のためになるように尽くすサービス（奉仕）を実践しているものが成功を収める」ことを発見していたのです。

そのことをクラブの会員に伝えることで、「職業は社会に奉仕する手段である」と他のロータリアンを納得させる

ことができたのです。この考え方は、次第に他の都市に結成されたロータリークラブにも広がっていきました。 

１９１０年の最初の全米ロータリー大会がシカゴで開かれ、全米ロータリー連合会が結成されたとき、大会委員

長は、出席者に「私たちは、世界において進んで自己の任務を果たし、公徳心を高めたいと思っています」と語り

かけたということです。そして、この大会の閉会時に、シェルドンは、職業倫理の重要性を強調し、腐敗や不正は

排除しなければならないことを明らかにし、「１９世紀の商習慣の特徴は競争です。出し抜かれる前に出し抜け、

ということです。２０世紀に入り、人類は賢くなりました。２０世紀の特徴は協調です。人間は英知の光に照らし

て、正しい行為は報われる。職業は人類の奉仕の科学である。最も仲間に奉仕する者、最も多く報いられる（He 

profits most who serves his fellows best）ということが分かるようになりました」と語りました。この言葉は、１

９１１年オレゴン州ポートランドの全米大会で報告され、のちに「He profits most who serves best」として、奉

仕の対象を全ての人々とする表現に変え、ロータリーの標語の一つとなりました。（ロータリー百科事典より） 

会員卓話                              １１月２７日（月） 

 『ＣＬＰについて』       林田 千之 会員 

①ロータリーとライオンズの誕生 

２ 

 

 

②ロータリークラブは職業奉仕を主体とする、「アイ・サーブ」であり、ライオンズクラブは、社会奉仕を主

体とした「ウィ・サーブ」だと思っているかもしれませんが、今は違います。 

③ライオンズクラブのコンセプトに「Not I serve,but We serve」（現在は、Not I serve は削除されていま

す）とあります。一人ひとりの力を結集して、社会奉仕をしようとするのがライオンズクラブです。 

④一方、ロータリークラブは奉仕の手段を問うてはいません。個人でも職場でも、また仲間とやってもいいの

です。ロータリークラブもけっして、「アイ・サーブ」だけでなく、「ウイ・サーブ」が主体です。 

⑤ロータリークラブは、職業奉仕団体だと、かつて言われた時期もありました。なぜ、そのように思われたの

でしょうか？それは、ロータリークラブが誕生した最初は、仲間を思いやる（クラブ奉仕）ことであり、お

互いの職業を利用しあう、いわゆる相互扶助（互助会）から始まったからです。そのため、「一業種一人」

であり、そこから、社会奉仕・国際奉仕へと広がっていきました。 

⑥ロータリー活動が、一種の倫理活動であるといわれるわけは、人の心に切り込む手法が多いからです。 

 

 ロータリークラブ ライオンズクラブ 

誕生年 １９０５年 １９１７年 

例会 週１回 月２回 

 

 ロータリークラブ ライオンズクラブ 

活動の特徴 未来型 

予防型 

広域型 

現実型 

治療型 

地域密着型 

 



ロータリーの変革・変貌 

  

Ｉ Ｓｅｒｖｅ 
職業奉仕 

 

ロ
ー
タ
リ
ア
ン ①すべての取引先に事実かどうか 

②みんなに対して公平か 

③信用を高め取引先を増やすか 

④すべての取引先に利益をもたらすか 

               （１９３２） 

われわれは金を貴んで善用することを忘れて

はならない。実に金は貴ぶべくまた卑しむべ

し。これをして貴ぶべきものたらしむるものは

ひとえに所有者の人格によるものである。 

 （論語と算盤） 

Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ 
社会奉仕     国際奉仕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

青少年奉仕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

真実かどうか 

みんなに公平か 

好意と友情を深めるか 

みんなのために 

なるかどうか 

    （１９３２） 

やらなければならない

仕事はなんでしょう。

その仕事の出来る機関

があなたの地域社会に

ありますか？あれば協

力し且つ強化し、二重

化をやめなさい。なけ

れば、何時かは独立機

関となるような、適当

な企画を立て、途切れ

ぬように始めなさい。 

（１９２３―３４） 

奉仕の理想に結ばれ

た実業人と専門職業

人の世界的親交によ

って国際間の理解と

親善と平和を推進す

るよう鼓吹育成する

こと 

次世代の為の 

青少年育成 

「四つのテストについて」 

ロータリーの倫理訓を簡潔かつ的確にまとめ

たものが「四つのテスト」です。ﾊｰﾊﾞｰ・ﾃｰﾗ

ｰは、倒産に瀕していた台所用品会社の社長に

就任し正しい営業活動を行えば必ず会社が再

建できると考え「四つのテスト」を示しまし

た。同社業績を改善、５年で借金返済、１５

年で株主に高配当をするほどにしました。 

 

クラブ理事会 

クラブ管理運営 

委員会 

会員増強 

委員会 

公共イメージ 

委員会 

奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

委員会 

ロータリー財団

委員会 

戦略計画委員会（任意） 

≪小委員会≫ 

出席 

親睦活動 

プログラム 

ニコニコ 

など 

≪小委員会≫ 

会員増強 

会員選考 

職業分類 

ロータリー情報 

など 

≪小委員会≫ 

雑誌 

クラブ会報 

ＩＴ 

など 

≪小委員会≫ 

職業奉仕 

社会奉仕 

国際奉仕 

青少年奉仕 

など 

≪小委員会≫ 

財団プログラ

ム財団寄付 

など 

クラブ・リーダーシップ・プラン Ｃｌｕｂ Ｌｅａｄｅｒｓｈｉｐ Ｐｌａｎ （ＣＬＰ） 

⇒「効果的なﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとなる為の活動計画の指標」を用いての方策計画および目標設定が含まれています。Ｃ

ＬＰでは、クラブの年次目標を実現するために、以下の５つの常任委員会を任命することを推奨しています。 

 



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 

 

委員会報告                   １１月２７日（月）  

◆ロータリー財団◆   寄付者 １５名 
南 釣部 林田千之 北 下田 金 東角 倉田 

水﨑 杉本 竹内 松井 道木 竹澤 宮谷 

◆米山奨学会◆     寄付者 １２名 

釣部 林田千之 北 下田 金 倉田 

水﨑 竹内 松井 道木 竹澤 宮谷 

◆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 

11/27 ３５ ２６ ５ ２ ２ 78.79% 

【メーキャップ】 11/27～12/1 事務局受付分 
11/24 福井西RC  林田數・倉田 12/3分 
11/28 福井南RC  小見山12/3分 倉田12/11分 
11/30 福井水仙RC 前川徹 11/20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 

11/13 ３５ ２３ １ ９ ２ 72.73% 

 

◆寄付金の状況 ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 11月 27日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 17,000円 392,000 円 852,000円 

ロータリー財団 36,000円 288,100 円 

米山記念奨学会 15,000円 222,000円 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 １４名 

金会長  いよいよ師走。心身ともに万全に保っ

ていきましょう。 

林田幹事 年も考えず、松井君におだてられ、今

日は卓話を引き受けました。 

釣部   林田幹事 卓話ごくろう様です。 

下田   林田幹事 卓話ご苦労様です。 

奥村   林田幹事 本日は卓話ご苦労さまで 

す。 

山下   昨日、無事にインドから帰ってきまし

た。外国人が珍しいのか、一緒に写真

を撮って欲しいと何度かカメラを向

けられました。 

下村   林田千之幹事 卓話ありがとうござ 

います。 

倉本   本年も後１ヶ月余り。体調に気を付け

て頑張りましょう。 

倉田   林田千之幹事 「ＣＬＰについて」の

卓話有難うございます。勉強させて頂

きます。 

水﨑   今日は天候が良かったので、スノータイヤ交

換をしました。雪よ早く来いです。 

三寺   子供歌舞伎感動致しました。またご協力あり

がとうございました。 

松井   林田幹事 卓話ありがとうございます。 

道木   林田幹事 卓話ご苦労様です。 

竹澤   林田幹事 卓話よろしくお願いします。 

 

三寺 前年度社会奉仕委員長より 

嬉しいご報告です(*^_^*) 

前年度の社会奉仕委員会での事業の

一つ、４月２日丸岡城桜まつり会場

で開催しました「ボランティア婚活」 

で、３組カップルになられたうちの１組がこの度ご結

婚が決まったそうです。もう一組は、わが社の社員で

すが、結婚が決まりそうです。 

 今年度は、道木委員長のもと「バツイチ婚」を予定

しています。再度、幸せになってもらう為に事業を計 

画しました。会員の皆様のご協力をぜひ

よろしくお願いいたします。以上です。

ありがとうございました。 

 

 

道木 社会奉仕委員長より 

毎年恒例ですが、社会奉仕委員会の

事業で、街頭献血への協力を致しま

す。５０名程度の献血者を集めるよ

う血液センターより依頼されていま 

す。本日、ご協力願いの文書を皆様に送付しています。

また配布しましたポスターを事業所に掲示していただ

き、どうぞ献血への協力を呼び掛けていただきますよ

うお願い致します。 

 

 
１２月１８日（月） 

１２時～１６時 

丸岡支所 １階ロビー受付 


