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会　長　大 島　恒 彦

鯖江ロータリークラブ会長方針 

「クラブの改革」と「人道奉仕」

開 会 点 鐘

四 つ の テ ス ト

ロ - タ リ - ソ ン グ

僕のRC,私のRC,会員全てのRC

会 長 の 時 間 等

閉 会 点 鍾

鯖江商工会議所３階中ホール　　

できることから始めてみましょう

出席率79.3％

点鐘：12:30
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第2819回
 9/22(金)9月第3例会9月第2例会

第2817回
9/8(金）

例会報告

ロータリーソング

第2818回
   9/13(水)  9月第4例会

「奉仕の理想」

野中　敏昭
前ソングリーダー

点鐘：12:30 点鐘：18:30

瀧ヶ花　秀晃　会員

大島　恒彦　会長
　先週末、所用で軽井沢
に行ってきました。その
日の最高気温は21℃で
晴れていましたが、半袖
では少し寒く感じました。

又、紅葉が始まっていましたし、タクシーはエアコ
ンをかけず、窓を少し開けて走っています。運転
手さんに聞きましたところ、ここ数日はこのような
気温ですとの答えでした。軽井沢駅のある場所の
標高は940ｍだそうですが、国道18号線沿いは
1,003ｍと書かれた標識が有りました。
　鯖江に帰って調べたところ、東京駅は標高3ｍ、
東京スカイツリーの高さは634ｍですから東京駅
から900ｍ以上の高地にあり、東京スカイツリー
の約1.5倍の高さにある町です。福井県で一番の
標高は、大野市和泉地区581m、二番目池田町
302ｍ、鯖江市の標高は50ｍ以下です。
　軽井沢町の過去５年間の平均気温は8.1～9.1
℃、札幌9.2～10℃で軽井沢町は札幌よりも涼し
く生活が出来る所です。鯖江市の平均気温は
14.3℃だそうですから5℃以上違います。軽井沢
の10年間の累計平均降雪量は軽井沢83.2㎝で
す。
　避暑地として有名な軽井沢ですが町はきれい
です。そしてゴルフ場もプロツアーを行うコースを
はじめ多くあります。観光スポットも多く長く滞在
しても飽きない所だと思います。
軽井沢には大きなアウトレットが有ります。そして
品揃えも多く平日でしたが買い物客でいっぱいで

会　長　の　時　間

川手　博明　幹事
　以下の4点について、
お知らせします。
①10月6日の例会より、ド
レスコードはネクタイ着
用となります。お間違いの

無いようお願いします。
②9月13日の合同夜間例会は、午後6時鯖江商工
会議所前からバスが出ます。バス長を佐野親睦委
員長にお願いしていますので、6時出発に間に合う
ようにお越しください。なお、遅れた方、別便で行か
れる方は、各自乗り合わせでご移動お願いします。
③9月13日に開催される合同夜間例会時に合併に
関して「覚書」交換を目指す事となり、鯖江RC理事・
役員の皆様に「持ち回り理事会」で覚書等の承認を
本日までに頂く所です。承認後、会員の皆様にはメ
ールにて合併覚書・合併手続き・合併申請書をお
送りいたします。なおご意見等ある場合は、9/9まで
に事務局へメール、またはFAXでいただきますよう
お願いいたします。
④大島会長の方針でもあります、インドネシアにメ
ガネフレームを送る事業を、今月中に大まかなロッ
トを揃えたいと考えています。2650地区の関係者
各位にご協力等お願いして、バリ島に贈る手はず
に進みたいと思っていますので、経過報告とさせて
いただきます。　

幹　事　報　告

卓話横  江    孚  彦　様
R L I  地区委員

（草津RC)

した。
先週の挨拶の中で話をさせて頂いた「声掛け不
要」のお店アーバンリサーチがありましたので入
ってみました。さっそく「声掛け不要」のバックを
持ったところ店員さんは寄って来ませんでした。
周りのお客を見渡すと殆どの人がこのバックを持
って買い物をしていました。
私は何も買いませんでしたが、ゆっくり品物を見
る事が出来ました。
以上軽井沢の話でした。

卓話 鯖江北RCとの夜間合同例会
会場：よしのり

　入会して5年がたち、今
年は会員増強委員長とい
う事で、大島会長が女性
会員を増やせと言われて
おり、結果が出るよう頑張

ります。3年目の時週報委員長になり、毎週ICレコー
ダーを聴き、会報を作ることが本当に大変で、あっ
という間に次の週になってしまいした。何度も卓話
を聞きなおしているうちに、内容が専門性に富ん
でいる事や、素晴らしい活動内容だという事を理
解できてきました。その体験で、ロータリーは良い
ことをやっているな、充実しているなと実感しまし

福 井 新 聞 支 社 長 様

た。私はこれからなるべく出席していくことが大事
だなと思いました。
　ロータリーはまだまだ若輩者で、何もできません
が、会員増強の方で良い情報などございましたら、
お教えいただきたいと思います。今後ともよろしく
お願いいたします。

僕のRC,私のRC,会員全てのRC
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委　員　会　報　告
   酒井　芳則　RLI 委員長 

　RLIに参加して、ご報告申し上げます。
　第1回目の研修は、各クラブの活動報告が主
でした。他のクラブとの交流や、各クラブの状況
を知る中で、鯖江クラブの活動を報告し、非常
に楽しい1回目でした。

　第2回目は、グレードが上がりまして、「ロータリーについて、財団につ
いて」でして、頭をひねりながら苦労しました。出席者のメンバーは、次
期会長・次期幹事さんから、入会半年くらいの方までいろんな方が来ら
れていて、いろんなクラブの事や、各クラブの特性が分かりまして、非常
に楽しいかなと思っております。
　第3回目のお題をもらっていますが、どうやって説明しようか悩んで
います。よそのクラブの方と交流ができる、各クラブの状況が分かると
いう事が、プラスになるのかなと思いました。ますます勉強を頑張って、
次年度に役立つようにやっていきたいと思います。ありがとうございま
した。

小計 ￥     13,000　
累計 ￥   302,000

にこにこＢＯＸ報告

RLI委員会 委員 横江 孚彦  様
大島　恒彦　会員
川手　博明　会員
野中　敏昭　会員
大橋　良史　会員
桑原　重之　会員
窪田　健一　会員
清水　康弘　会員

       　　日本一がある鯖江市はうらやましい！

地区RLI委員の横江様をお迎えして

合併がうまくいきますように

横江RLI委員長の卓話を楽しみに

〃早退します

横江様　本日遠路ご苦労様です

横江様　ようこそおいでくださいました

申し訳ございません。早退します

孝久 治宏  ニコニコ 委員長 

編集：会報委員会

横江　孚彦　様 「RL Iについて」卓話 テーマ

　講師紹介
野中　敏昭　プログラム委員長
　横江 孚彦 様は、昭和16年に草津市でお生ま
れになり、立命館大学法学部をご卒業後、びわ
こ銀行に就職され、昭和49年には行政書士開
業、昭和51年には司法書士開業をされて、現在

に至っておられます。昭和58年に草津ロータリークラブにご入会され、
平成3年に草津市議会議員に初当選され、その後12年間ご活躍されま
した。平成15年には草津RC会長、平成23年には地区ガバナー補佐を
務められ、現在は地区RLI委員でいらっしゃいます。

地区RLI委員会　委員　横江　孚彦　様
「R  L  I  （ロータリー・リーダーシップ研究会）について」
　ロータリー歴は、昭和58年に草津RCに入らせ
ていただいて、35年目に入りました。鯖江RCの、
会長指名で話しをして頂くのは、なかなか面白
いと感じ、よその例会を見聞すると、良い方法が

あるものだなと思いました。また、別の話ですが、我がクラブに税務署
長さんが卓話に来られて、
「4つのテスト」にこれは素晴らしいと感心されていました。私らの経典
かバイブルみたいなものだとおっしゃっていました。私達は当然の事と
思って毎回の例会で唱えていますが、第3者から見るとロータリーとい
うものは特殊な団体だと写るようです。
　RLIについてですが、先ほど会長から指名されて話をされた方は、正
しく理解されておられますが、これからが大変なんです。ロータリーはそ
んなに甘いものじゃない、世間からロータリーの評価が高い分、お答え
していかねばならない、鯖江のクラブに入っている人は、流石だと言っ
てもらえるために、僕らが正していかねばなりません。
　ロータリーは、カタカナ文字が多いです。入会したあくる日に「IGM
（今のI．M.）」に出席しなさい」と言われ、何のことか分からなかった思
い出があります。
「RLI」は、最近（平成4年提唱）できたもので、2650地区では、平成20年
くらいに先輩方が広島まで習いに行かれて、福井の栗田ガバナーの時
に成立されました。

　1905年（Ｍ38）にロータリーが創設され、既に110年以上を経過し
ております。同じ理念で奉仕活動を実践してきた仲間であっても、この
間の社会経済構造には余りにも大きな変化があり、同じ会員とは言え、
年令、各人の価値観や社会との接触の仕方、情報伝達手段の革新、メ

ンバー同志の交流方法等の認識に違いが生じてきたのは当然、仕方な
き事でもあります。
そんな状況の中でロータリー全ての部門にわたる共通の認識の把握
はどうしても難しくなってきました。

（由来）　そこで100年を契機としてロータリアンやロータリー世代間
の相互理解を推し進め、今後の充実、発展に寄与せんとして、1992年
（平成４年）アメリカでこのＲＬＩが誕生したのです（ＲⅠの認証は未
だ得られておりません）

（研修方法）　紙面の都合もあり、大きく省略しますが、新しい制度でも
あり、このＲＬＩの大きな目的として
①ロータリー活動としてのリーダーの資質の向上はむろんのこと、
②研修方法として単に講話を聴くだけではなく「討論」にあり
③討論会場の司会、進行役としての心得等を忘れないで欲しいのです。

　そこで、参加者はクラブや地域に帰って各会合でリーダーとして司会・
進行役を進めてもらえる様、その研修を積んだ会員（ファシリテーター）
が担当しているのです。
単なる他クラブの情報や取組みの生の姿の見聞のみならず、あらゆる
会合に応用できる司会・進行役の心得を合わせて体得してもらいたい
のです。
そして、ロータリーの分野は言うまでもなく、地元奉仕活動にあっても心
低く（心を低くして謙虚な姿で人様の忠告や意見を聞きましょう、多くの
気づきに出会えます）さすがはロータリアンと信頼されるリーダーにな
ってもらいたいのです。
その為の手段としてRLIの方法等を利用されては如何でしょうか。

あるパストガバナーはこんな思いを話されています。
｢立派な（R）　リーダーを（L）　育てる委員会（Ⅰ）｣であって欲しいと。

　　　　　草　津　クラブ（地区ＲＬＩ委員）　
　　　　　　横　　江　　孚　　彦　　様　　　　　　　　　　　

　　　　

RLI委員会 委員
 ( 草津R C )


