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会　長　大 島　恒 彦
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できることから始めてみましょう
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 会 長 の 時 間

  大島  恒彦    会長
　日頃の感謝の気持ちを
伝える絶好のチャンスで
あります「母の日」、「父の
日」に関する話をしたいと
思います。まず母の日で

すが、5月の第2日曜日で5月13日でした。次に父
の日ですが、6月の第3日曜日です。今年は6月17
日ですから、家族に優しくしておけば、貰えるチャ
ンスは充分あります。
　4月実施のネットアンケートで「今年の母の日・
父の日にプレゼントを贈る予定ですか」と聞いた
ところ、母の日にプレゼントを贈ると答えた方84％、
父の日にプレゼントを贈ると答えた方62％で2割
以上の差がつく調査結果が出ました。母の日の関
心度は高いですが、父の日の存在感はやや薄いよ
うです。
　存在感が薄い話ですが、私の子供が小さい頃に
近所の人に「この服誰に買ってもらったの」と聞か
れると決まったように「お母さん」と答えていました。
確かに買ったのはお母さんかもしれませんが、「金
を出しているのは俺だ」と言いたいところだったの
ですが、つばを飲んで我慢しました。
話しを戻しますが、母の日は「カーネーション」、父
の日では「お酒」のプレゼントがトップで、予算は
共に3,000円～5,000円が最も多いそうです。
予算は父・母の差がありません。次に父の日に貰っ
て嬉しいランキングですが、1位趣味に合わせた
品物、たとえばゴルフの好きな方でしたらゴルフウ
エアーやゴルフボール等、2位お酒、3位ファッショ
ンアイテム・日用品、4位食事（食事券を含む）、5位
旅行（温泉を含む宿泊券）等の順番になっていま
す。しかし家族からのプレゼントは値段や物に関
係なく嬉しいものですね。
　今年の最終例会は6月22日に神明苑で行いま
すが、その席で「父の日のプレゼント」についての
アンケートを取ってみたいと思っています。このア

会　長　挨　拶

卓話

テーマ

ロータリーソング

「奉仕の理想」

瀧谷　えみ子
　ソングリーダー

点鐘：12:30

僕のRC,私のRC,みんなのRC
大久保　衛　会員
　小、中学校と皆勤賞を
いただき、祖母の葬式も
学校に行った記憶がご
ざいます。70を超えてか
らどうにも治らない持病

がございまして、それは「金欠病」という病気で、
医者に行っても銀行に行っても治りません。世知
辛い世の中ですが、どうぞ仲良くお願いいたしま
す。ありがとうございます。

ンケートは、現在のお父さんの存在感を垣間見る
事が出来る絶好のチャンスです。前もって家族に
プレゼントのお願いをする事や、見栄を張って貰
ったふりをしないで、素直にお答え頂きますようお
願い申し上げます。では6月17日の父の日を楽し
みに待っていましよう。
追伸：女性会員へアンケートを取った結果3名中1
名がプレゼントを貰ったと答えました。確率は
33.3％でした。この結果とネットアンケート結果か
ら男性会員がプレゼントを貰える確率は27％です。

第3回クラブフォーラム

ク ラ ブ  協  議  会

「まちづくり　くにづくり」
ヤマト工芸㈱代表取締役　社長

高  野　利  明　様

最　終　例　会

会場：神明苑

委　員　会　報　告
　野呂　和夫
　　青少年奉仕委員長
　RACの最終例会が6月23
日(土)18：30～福井市の割
烹「間海」にて、福井東RAC
と合同で行われます。登録

料は6,000円、締切は6月15日です。皆さん是非ご参
加ください。
　ライラに参加いただいた佐野優さんが後ほど皆さ
んにお礼と報告を申し上げます。また、卓話をする準
備もしているとの事で、次年度のどこかでお願いす
る予定です。ライラからの修了証が届いております
ので、授与も併せて行いたいと思います。

田村　康夫　財団委員長
　先週、財団へのご協力依
頼ハガキの事を話している
うちに、お名前発表を忘れ
ましたので、本日、２週分発
表します。
【先週】橋本 政宜  会員・帰

山 明朗  会員・酒井 芳則  会員・牧野 友美  会員・佐
野 直美  会員・岡本 圭子  会員・堀江 邦旺  会員・齋
藤 多久馬  会員・田村 康夫  会員。
【今週】川上 勝義  会員・笠原 昌示  会員・大久保 衛  
会員・帰山 明朗  会員・小淵 洋治  会員・孝久 治宏  
会員・木村 明  会員・幸道 森市  会員・松村 竜也  会
員・野呂 和夫  会員・瀧谷 えみ子  会員。

たくさんのご寄付に感謝申し上げます。ありがとうございました。
　佐野　優　ライラ修了証授与と挨拶
　先月18日～20日近江八幡青少年育成村にてライ
ラの研修を受けてまいりました。行く前は緊張してい
て帰りたくなるかなと思いましたが、もっと居たくな
るような素晴らしいプログラムで、大変楽しかったで
す。立派なロータリアンとの触れ合い、いろんな体験

や勉強等ができ、また参加したいと思いました。皆様のおかげでライラに参
加できました事を感謝申し上げます。ありがとうございました。
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小計 ￥       34,000　
累計 ￥  1,336,000

にこにこＢＯＸ報告

編集：クラブ広報委員会

大島　恒彦　会員
酒井　芳則　会員
牧野　友美　会員
田村　康夫　会員
岩尾　顕治　会員
窪田　健一　会員
大久保　衛　会員
岡本　圭子　会員

テーマ

本日のクラブフォーラムよろしくお願いいたします

　〃

　〃

財団へ多くのご協力感謝します

眼鏡で梅田さんに大変お世話になったので

残り少なくなりましたね

ごきげんよう

早退します

第3回  クラブフォーラム

ク ラ ブ 協 議 会　「次年度プレゼンツ」

「職業奉仕について学ぶ」

　酒井芳則RLI委員長：RLIに3回出席し、ロータリー全般の事で知らない
内容がたくさんあり、勉強になりました。鯖江北RCとの合併により、交流を深
めたい、地域力を付けたいという思いで次年度クラブテーマ「和をもって貴
しとする」と致しました。
　佐野親睦委員長：6月22日の最終例会、親睦旅行は例年県外でしたが今
年は県内としました。
　孝久治宏ニコニコ委員長：今年度の予算130万円に対し、現在133万5
千円頂いております。ありがとうございます。
　帰山明朗奉仕委員長：ロータリアンの社訓・理念等教えて欲しいアンケー
トで、たくさんのご回答をいただきありがとうございました。
　酒井雅憲出席委員長：今年度の出席率は低いですが、メーキャップの赤
いシールが増えています。最終例会に皆勤表彰を行います。
　瀧ヶ花秀晃会員増強委員長：今年度入会の森家さんにフォローが大事で
すので、皆さんよろしくお願いします。
　大橋良史社会奉仕委員長：子どもやんしき活動支援、鯖江高校模擬面接、
高齢者の交通事故防止のための交通安全体操による啓発などで、皆様のご
協力をいただきありがとうございました。
　桑原重之ロータリー情報委員長：新入会員に概要や大事なことを心して
教えています。思っていたのと違うと退会される方が過去にあったためです。
次年度の要望は、情報が欲しいため会長経験者が月1～2回「基本・理念」を
冊子を基に話してほしい。
　清水康弘広報委員長：毎回会報チェックをしています。合併の記事をガバ
ナー月刊とロータリーの友に掲載しました。
　野呂和夫青少年奉仕委員長：今年度初めてライラに佐野優さんが出席し
てくださった。アクトの人数が少ないので応援お願いします。
　齋藤多久馬会員選考委員長：合併以外では1人の入会者であったので、
職業分類で経済活動でない人も声かけしては如何でしょうか（寺・先生等）

　帰山　明朗　職業奉仕委員長
　ロータリーの目的
①知り合いを広めることによって奉仕の機会とする
②職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はす
　べて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会
　としてロータリアン各自の職業を高潔とすること

③ロータリアン一人一人が、個人として、また職業および社会生活に於いて、
　日々、奉仕の理念を実践すること
④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
　四つのテスト
　1954-55年度RI会長ハーバートJ.ティラー氏が倒産寸前の会社再建を託
され、この「四つのテスト」を使って見事に成功した。
　ロータリーの行動規範　
1）個人として、また事業に於いて、高潔さと高い倫理基準をもって行動
2）取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業に対して尊重の念を
　もって接する
3）自分の職業スキルを活かして、若い人々を導き、特別なニーズを抱える
　人々を助け、地域社会や世界中の人びとの生活の質を高める
4）ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすような言動は避ける
鯖江RC会員の社訓・理念アンケートより4人の方に発表していただきます。

　ヨシダ工業㈱　【経営理念】　吉田 俊博  会員
・常に技術力の向上に努め、満足の得られる製品づ
くりに専念する
・会社の発展と社員の幸せの実現をめざす
・取引先、及びすべての協力者との相互繁栄を図る
・世界的視野をもった信頼と夢のある企業づくりに

邁進する
　オリエント眼鏡㈱　【朝礼訓】　梅田 吉臣  会員
1.真実かどうか
2.みんなに公平か
3.好意と友情を高めるか
4.みんなのためになっているかどうか
5.祖先を大切にしているかどうか
　安田保険サービス㈱　【経営理念】　幸道 森市  
会員
1.社会に対する使命　礼儀・秩序・道徳を重んじ、
　法令を遵守し、職業を通し社会に奉仕する
2.経営姿勢　商品と関連業務に対する最高の知識
　の習得を怠らず、お客様に最適最良の商品とサ

ービスを提供する
3.人間形成　損・得のみの走らず、恩と義を重んじ、楽を求めず安定した家
　庭と充実した職場を作る
　福井トータルケア㈱　【倫理要綱】　幸道 森市  会員
〈基本理念〉

幹　事　報　告
牧野　友美　副幹事
①今回の次の理事会は15日ですけど、会長が不
在の為22日が最終理事会という事で、皆さんにご
出席お願いします。
②次年度理事会は15日の例会終了後開催します
ので、よろしくお願いします。

　

　野呂　和夫
　　青少年奉仕委員長
　RACの最終例会が6月23
日(土)18：30～福井市の割
烹「間海」にて、福井東RAC
と合同で行われます。登録

料は6,000円、締切は6月15日です。皆さん是非ご参
加ください。
　ライラに参加いただいた佐野優さんが後ほど皆さ
んにお礼と報告を申し上げます。また、卓話をする準
備もしているとの事で、次年度のどこかでお願いす
る予定です。ライラからの修了証が届いております
ので、授与も併せて行いたいと思います。

田村　康夫　財団委員長
　先週、財団へのご協力依
頼ハガキの事を話している
うちに、お名前発表を忘れ
ましたので、本日、２週分発
表します。
【先週】橋本 政宜  会員・帰

山 明朗  会員・酒井 芳則  会員・牧野 友美  会員・佐
野 直美  会員・岡本 圭子  会員・堀江 邦旺  会員・齋
藤 多久馬  会員・田村 康夫  会員。
【今週】川上 勝義  会員・笠原 昌示  会員・大久保 衛  
会員・帰山 明朗  会員・小淵 洋治  会員・孝久 治宏  
会員・木村 明  会員・幸道 森市  会員・松村 竜也  会
員・野呂 和夫  会員・瀧谷 えみ子  会員。

高齢者の心身の特徴を踏まえ、多様、多層なニーズに答える高齢者本位の
福祉用具貸与サービスを提供し、より豊かで充実した生活の実現を図るこ
とを通じて活力ある高齢者の生活の基盤に深い関わりを持つものであるこ
とに鑑み、その果たす重要な役割を深く自覚し、常に社会の信頼を得られる
よう努める

　㈱東信自動車、㈱マネジメント東信　【互恵】　
大島 恒彦  会員
〈お客様に満足を売る〉
　5S運動の推進・お客様に感謝し、親身な対応、細
かい気配りのできる人材づくり・お客様に購入して
頂ける料金の徹底

〈社員の幸福を得る〉
　目標達成により、生活の安定を図る・地域NO1の賃金、福祉を得る・職場
を通して己をみがく
〈会社の繁栄を図る〉
　将来の生活が安定して守れる会社づくり・業界NO1企業力づくり・地域に
必要とされる会社づくり

たくさんのご寄付に感謝申し上げます。ありがとうございました。
　佐野　優　ライラ修了証授与と挨拶
　先月18日～20日近江八幡青少年育成村にてライ
ラの研修を受けてまいりました。行く前は緊張してい
て帰りたくなるかなと思いましたが、もっと居たくな
るような素晴らしいプログラムで、大変楽しかったで
す。立派なロータリアンとの触れ合い、いろんな体験

や勉強等ができ、また参加したいと思いました。皆様のおかげでライラに参
加できました事を感謝申し上げます。ありがとうございました。


