令和３年３月１５日発行

本日の例会
令和３年
19：00

３月１５日（月）第 2036 回例会

次回の例会
令和３年

会員卓話 林田 恒正 会員

開会点鐘

「人との出会いとロータリー」

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「我らの生業」 斉唱
会長挨拶

杉本 政昭 会長

幹事報告

三寺 康信 幹事

委員会報告
① 例会出席報告
② ニコニコ箱 ﾛｰﾀﾘｰ財団 本日の寄付報告
19：30

20：00

３月２２日（月）第 2037 回例会

今後の予定
令和３年

３月２９日（月）第 2038 回例会

外部卓話
ふくい働き方改革推進支援センター

会員卓話

委託事業センター長 特定社会保険労務士

山下 健治 会員

和田 千賀子 様

「Google Map で巡るロータリーの旅」

「パートタイム・有期雇用労働法について」

閉会点鐘

令和３年

クラブフォーラム

①次年度地区研修・協議会開催案内
4/11 国立京都国際会館
出席対象者 次年度会長・幹事（分科会なし）

③米山カウンセラー対象 オリエンテーション
4/17 オンライン開催

５日（月）第 2039 回例会

祝事

幹事報告

②米山奨学生対象 オリエンテーション
4/10 オンライン開催

４月

「我がクラブでできる（やりたい）
奉仕プログラムについて」

令和３年

４月１２日（月）第 2040 回例会

会員卓話 東角 操 会員

令和３年

４月１９日（月）第 2041 回例会

③米山奨学生お世話クラブ「業務委託締結」

外部卓話

④ロータリー希望の風 奨学金のあゆみご紹介

一般社団法人丸岡城天守を国宝にする市民の会
理事長

令和３年

４月２６日（月）第 2042 回例会

外部卓話 未定

例会開催月曜日１５時までに
事務局にご連絡ください。

ビジター受付のみ実施日

他会員

「市民の会の活動について」

連絡の徹底お願いします
①欠席は理由を添える
②オンラインでの例会参加希望

大濃 孝尚 様

詳しくは

県下ロータリークラブ全て、ビジター受付はありません。

https://rid2650-pub.com/

杉本 政昭 会長挨拶

３月８日（月）
皆さん、こんにちは。日々暖かくなってますが、朝晩はまだ寒いので体調
には十分注意してお過ごしいただきたいと思います。
さて先日から福井新聞に「ＡＩと共に生きる 医療編」と題して記事が連
載されております。その第 1 回目に、ＡＩ（人工知能）を持った内視鏡が紹
介されていました。ＡI が最も得意とする分野の一つが画像診断だそうで、
それは短時間で９５％の確率で癌を発見できるという、国から承認された医
療機器を紹介しているものでした。
この医療機器は、先日行われた地区職業奉仕オンライン講演会でも同じよ
うに紹介されておりまして、内視鏡検査の進歩に驚きました。この職業奉仕
講演会では他にも、古文書のくずし文字を自動で読み取って現代文字に写し
かえる（翻刻する）ＡＩも紹介されました。先ほどのＡI 内視鏡は経験の浅
い若い医師でも熟練医師並のレベルで癌の発見が出来るというものですし、

古文書のくずし文字を自動で読み取るＡI は、くずし文字を読める人材が大変少なくなっている中で、まだまだ埋
もれている古文書の翻刻に役に立つものなのですが、こういうＡＩは、まだまだどんどん進化していくと講演会で
は説明されていました。こうなると、人間の役割は何だろうと考えてしまうのですが、講演会最後の挨拶で松原ガ
バナーが、ＡＩが進化しても、海外から帰る飛行機に乗る時の「お帰りなさい」という言葉はやっぱりＡＩではな
くキャビンアテンダントにお願いしたいとおっしゃったことと、北河原パストガバナーは、ＡＩは宗教での有効活
用は限られた範囲でしかないと思うし、ＡＩでのお説教は相手に絶対に伝わらないとおっしゃって、そのお言葉で
私達の人間の役割が見えてきたようにも感じました。先週のクラブフォーラムでは、親睦や会員交流が出来なく
て、寂しいというご意見が大変多くありました。親睦や会員交流は、ＡＩでは絶対出来ない、人間の感情や共感を
通して得られる「繋がり」の一つとして、一番大事な人間の役割だというふうにも思います。そういう点では、本
年度、何とかそれに向けて努力いたしたいと思っています。

第１０回理事会

報告

３月８日（月）
日

【審議事項】

①４月プログラム

時

4/5（月）

4/12（月）

会員卓話

東角 操会員

外部卓話

丸岡城を国宝にする市民の会
理事長 大濃 孝尚 様
「市民の会の活動について」

外部卓話

未定

4/19（月）
4/26（月）

ロータリーの友解説
３月号解説

容

祝事
クラブフォーラム
「我がクラブでできる（やりたい）
奉仕プログラムについて」

②次年度国際奉仕委員会事業について
⇒今年度地区補助金事業申請
（タイ高校生の短期留学事業）の内容を変更し、
事業を行う

内

３月８日（月）
雑誌広報ＩＴ委員会 副委員長

３月は「水と衛生月間」
「3 月 8 日から 14
日は世界ローターアクト週間」ということ
でこれに関する記事が書かれています。
また 3 月 11 日でちょうど東日本大震災
から 10 年経つということで大震災とロー
タリークラブに関わる記事が多く掲載され
ています。

上屋敷 貴紀 会員

ｐ14

アイデアでコロナ禍を乗り切るローターアクター

全国のローターアクターが、ロータリークラブと連携して行なっている事業についての紹介。
「アクトの日で動画配信」竹原さんの YouTube を拝見した。500 回ぐらい再生されていた。
＜参考＞全世界 10,698 クラブ 会員数 203,298 人 180 ヶ国にローターアクトクラブがある。
ｐ10「水と衛生月間」
「名水百選

柿田川湧水群を守り続ける」静岡の沼津柿田川ＲＣ

2015-16 年度 唯一無二の柿田川湧水群を守るため清掃活動を始めた。2019 年の活動では初めて
の試みとして清掃に先立ち「水と衛生」に関するグループディスカッションを行った。清掃活動
からグループディスカッションし継続して事業を続けるという内容で、息の長い持続可能な活動
⇒ＳＤＧｓ 17 の目標と 169 のターゲット 今回のこの柿田川ロータリークラブ
の活動は、6 番 「安全な水とトイレを世界中に」
【6-6 2020 年までに、山地、
森林、湿地、下線、帯水層、湖沼を含む水に関連する生態系の保護・回復を行う】
【6-B 水と衛生に関わる分野の管理向上における地域コミュニティの参加を支援・強化する】という部
分にまさに当てはまっているのではないかと感じた。また、ＳＤＧｓは、2016/1/1～2030/12/31 の持続
可能な目標にあるのに対して、沼津柿田川ＲＣでは、2015 年度から取り組まれており、結果的にＳＤＧｓにも当てはま
るのが、非常に興味深いと思う。我々の身近にもＳＤＧｓに当てはまる活動があるだろうと思う。
≪震災に関することが多く掲載されており、その中で、
「ボランティア」と
いう言葉が多くでてくるので、深掘りしてみる。≫
ｐ19

次年度

RI 会長

テーマ「SERVE TO CHANGE LIVES」

「奉仕しようみんなの人生を豊かにするために」

日本では、以下のように捉えられているそうである。検索先の主観もあると思うが、八百屋さん
に例えて「サービス」
「ホスピタリティ」
「ボランティア」を考える。
「サービス」→りんご 3 個買ったらもう一個つけます 「ホスピタリティ」→買いに来た人がリ
ンゴを剥くのが難しそうだから剥いて渡してあげたら喜ぶだろう 「ボランティア」→八百屋さ
んにリンゴを置き、どうぞご自由にお取りください
英語圏では、大きく「奉仕」として捉えられている。英語の捉え方であれば職業奉仕は「職業ボランティア」と表記し
ても問題はなさそうだが、
「サーブ」も「ボランティア」も奉仕という部分では同義語のように捉えられている。
ｐ41

連載コミック

ポールハリスとロータリー

「Serves」という言葉が「奉仕」という意味で使われている。

「ボランティア」の本当の意味（ネットで調べると。
。
。
。
）

a person who does something, especially helping other people, willingly and without being forced or paid to do it
（直訳） 何かを助けてほしい、助けが必要な人に対して何かをする人、ただ条件があって主体的で自分から率先し、か
つ誰かに強制されていない、かつ金銭の授受をしていない
≪一番大事なポイントは、人から強制されるのではなく、やります、行ってもいいですよというように実際に主体的に
動いてやる人がボランティア。それは、英語圏での定義で、日本語になっているボランティアは、
「有志」という表現が
一番近いかと個人的には思う。色々調べると「サービス」と「ボランティア」について自分自身の認識が変わった。≫
≪震災とロータリークラブの関わり方についての記事を紹介≫
縦ｐ4
ＳＰＥＥＣＨ 企業による共助「業助」 災害に備えるために企業がすべきこと
長岡造形大学造形学部教授 福本塁氏 ローターアクター出身。
日本人が災害に対して取り組むスタンス「自助・共助・公助」 「業助」という言葉はこの福本さんが提唱された。
ロータリアンの皆様に大きく関わってくるのが、企業ネットワーク。つまり、企業同士はどのようにネットワークをつ
くり地域の復旧支援に対して取り組んでいるのかという視点から分析。
「業助」の中核 ロータリーの活動 企業という主体は、ある⼀つの地域の共助コミュニティを形成していく中核を担
うという可能性を提⽰しました。事前に知り合いだと⼈は発動しやすいという知⾒も検証できています。

ロータリーの⽬的。
「知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること」
「奉仕の理念で結ばれた職業⼈が世界的ネッ
トワークを通じて国際理解、親善、平和を推進すること」つまりロータリーの活動は業助の中核そのもの。是⾮ロータリ
アンのつながりや取り組みを、災害を乗り越える地域コミュニティ形成への貢献の⼀助として、今後も拡⼤、盛り上げて
いただければと思います。
縦ｐ17

友愛の広場

「クラブとしてできること、個としてできること」 豊田西ＲＣ

加納 一弘

令和 2 年 7 月豪雨被災支援ボランティアグループを立ち上げ、震災に対して何かしたいとして行動した内容。
⼊会年数の浅い会員有志を中⼼にボランティアグループを⽴ち上げ、ご縁のない熊本県の⼈吉ロータリークラブ事務局
に被災状況確認の連絡を⼊れました⇒同じロータリークラブだからこそ、できた。事前に知り合いだと人は発動しやすい
ということ。
縦ｐ18

友愛の広場

「今、クラブが変わらなければ組織存亡の危機」

福井西ＲＣ

中村 敏雄

私達は若い⼈たちにロータリークラブの良さを伝え、親睦を深め地域社会に奉仕する新しいクラブのあり⽅を考えまし
ょう。
関連する
記事を紹介
ｐ49

＜今月号を読んで＞ロータリークラブは今後もずっと続いていき、企業間の
コミュニティとして、はたまた何十年後かは、また別の方コミュニティとして
残っていくのかもしれません。しかし、必ず社会に必要な団体であるなぁと感
じました。また、ここに書かれているように少しずつを時代に合わせて変化し
ていく時が来ているのかなという風に感じました。
＜杉本会長より＞
「ロータリーの友」の解説するにあたり、大変詳しいところまで調べていただ
きました。またわかりやすい解説いただきましてありがとうございました。

委員会報告
◆ロータリー財団◆

３月８日（月）
寄付者

１１名

林田千之 下田 奥村 林田恒正 東角 水﨑
杉本
松井 道木 竹澤
南勝文

◆米山奨学会◆

寄付者

１１名

林田千之 下田 奥村 林田恒正 東角 水﨑
杉本
松井 道木 竹澤
南勝文

◆ニコニコ箱◆

寄付者

１８名

杉本会長 まだまだ朝晩は寒いですね。本日上屋敷様 卓
話よろしくお願いします。
三寺幹事 上屋敷会員 友の解説よろしくお願いします。
林田千之 久しぶりのロータリーの友の解説を楽しみにし
ています。
山岸
お久しぶりです。欠席が続きました。
下田
今日は寒いですね。
林田恒正 上屋敷さん！よろしくお願いします。
山下
上屋敷会員 今日も楽しい友の解説 よろしく
お願いします。
東角
あと３日で東日本大震災から１０年です。無念
に亡くなられた方に恥ずかしくない生き方をし
ましょう！
倉本
上屋敷会員 本日は卓話ありがとうございま
す。
水﨑
上屋敷さんのロータリーの友解説はいつも面白
いので、今日も期待しています。

◆出席報告◆
例会日

会員数

3/8

３３

出席委員会
出

席

届有
欠

届無欠

４

０

２７

出席免除者

欠席

２

例会出席率

84.38%

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会
3月8日

累計

会費含む累計
1，005,000 円

ニコニコ箱

21,000 円

555,000 円

ロータリー財団

12,000 円

414,000 円

米山記念奨学会

12,000 円

411,000 円

柿木
竹内
松井
道木
上屋敷
竹澤
岩田
南勝文

上屋敷さん 友の解説宜しくお願いします。
上屋敷会員 友の解説よろしくお願いします！！
ロータリーの友の解説 上屋敷会員ありがとうございます。
上屋敷会員 ロータリーの友解説ご苦労様です。
ロータリーの友解説させていただきます。
上屋敷さん 友解説、よろしくお願いします。
本日もよろしくお願い致します。
本日も皆様御苦労様です。

丸岡ロータリークラブ
会員数：３３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
（月）14 時から 18 時（火～金）13 時～17 時
TEL 0776-67-0410 FAX 0776-67－4811 E-mail webmaster@maruoka-rotary.com
公共イメージ委員会 理事－山下健治 会報委員会 委員長－前川正智 副委員長－八百山正栄
委 員－水﨑亮博 瀬野友伸 海道佳秀

