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福井県内ＲＣ例会日 無印：１２：３０－開始 Ｋ　：１８：３０－開始 Ｌ　：１９：００－開始

武生府中ＲＣ(越前たけふ農協会館)
勝山ＲＣ(勝山市民活動センタ－) 大野ＲＣ(大野商工会議所会館) Ｌ 敦賀西ＲＣ(ニュ－サンピア敦賀)
武生ＲＣ(武生商工会館) 敦賀ＲＣ(福井銀行敦賀支店)

月曜日 福井東ＲＣ(ＡＯＳＳＡ) 若狭ＲＣ(ｻﾝﾎﾃﾙやまね･7-12月ﾎﾃﾙせくみ屋) 金曜日 福井あじさいＲＣ(ﾎﾃﾙﾘﾊﾞ-ｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ)木曜日 福井ＲＣ(ユア－ズホテル福井)

Ｋ 福井ﾌｪﾆｯｸｽＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ) Ｋ 丸岡ＲＣ(丸岡城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀ-)
火曜日 福井南ＲＣ(福井繊協ビル) 水曜日 福井北ＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ) 福井西ＲＣ(ﾊﾞ-ﾄﾞｸﾞﾘ-ﾝﾎﾃﾙ･ﾚｼﾞ-ﾅ)Ｌ 福井水仙ＲＣ(福井パレスホテル)

三国ＲＣ(三国観光ホテル)

鯖江ロータリークラブＲＩ第2650地区
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会　長　酒 井　芳 則

鯖江ロータリークラブ会長方針 

鯖江商工会議所３階中ホール
出席率66.6％

2018-19年度  国際ロータリーテーマ

インスピレーションに
なろう

2018-19年度  第2650地区スローガン

ロータリーを学び、実践し、
　　　発信しよう；Enjoy Rotary

和をもって貴しとする
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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
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会　長　挨　拶
酒井　芳則　会長
　突発的な心室細動で
高校生の長女を亡くし
た経験から、自動体外式
除細動器（AED）の普及
啓発活動を進めている

福井県福井市の川崎眞弓さんの活動が漫画
になりました。秋田書店の月刊誌漫画誌「フォ

佐野　直美
　ソング副委員長

誕　生　祝　い

「奉仕の理想」

ロータリーソング

開 会 点 鐘
四 つ の テ ス ト
国 歌 斉 唱
ロ - タ リ - ソ ン グ
会 長 の 時 間
幹 事 報 告 等
プ ロ グ ラ ム
閉 会 点 鐘
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第2886回
 3/15(金)3月第2例会3月第1例会

第2885回
   3/8(金) 3月第3例会

点鐘：12:30点鐘：12:30

卓話

点鐘：18:30

3/1(金）
第2884回
例会報告

テーマ
福井県眼鏡工業組合理事長

小 松 原   一 身　様

テーマ

卓話
㈱丸正　代表取締役社長

小  淵    洋  治　 会員
「めがねのまち さばえの未来について」「ロータリーについて」

RACとの合同夜間例会

アミセス」で2月から3回シリーズで連載が開
始します。川崎さんは「漫画を読んだ人が、
AEDの講習会に行ってみようかなと、人の命を
守るために一歩を踏み出すきっかけになって
くれれば」と話しています。川崎さんの長女＝
当時16歳＝は2002年、高校の体育祭のリレ
ーで80メートルを走りきって次の走者にバト
ンを渡した直後、意識を失って倒れ心肺停止
状態に陥りました。心臓マッサージと人工呼吸
が行われましたが、救急車が到着したのは15
分以上たってからでした。長女は病院で4日後
に息を引き取りました。　元気だった娘がどう
して死ななければならなかったのか－。突然
死について調べているうちにAEDのことを知
り、普及啓発活動に関わるようになりました。
04年に国が医療従事者以外のAED使用を解
禁したのを受け、福井県に学校や競技場への
設置を要望、マラソン大会でチラシを配るな
どし、全ての県立学校へのAED導入につなげ
ました「機器は整備されても使用方法を知ら
なければ命を救えない」と、08年にAEDの使
い方を広める団体「命のバトン」を仲間と結成。
翌年にNPO法人格を取得し、理事長に就きま
した。小学校での出前授業や各地での講習会
で、年間約3千人にAEDの操作方法や心肺蘇
生法を教えています。漫画は、以前から川崎さ
んの活動を知っていた漫画家・河崎芽衣さん
が、活動10年の節目にと連載を提案しました。
タイトルは「いのちのバトン～命を想う心・つ

なぐ勇気～」。「悲しい事故が起きないように」
と願い奮闘する川崎さんの姿を丹念に描いて
います。川崎さんは「AEDの認知度は、10年前
と比べて格段に上がりました。この機会に救命
への意識がさらに高まり、思いやりによってよ
り多くの人の命が救われる社会になってほし
い」と話しています。

結　婚　祝　い

勤　続　表　彰

帰山　明朗　会員
黒田　敏夫　会員
酒井　芳則　会員
武内　隆敏　会員

酒井　雅憲　会員
黒田　敏夫　会員
酒井　芳則　会員
岡本　圭子　会員

小部　隆充　会員
深見　泰和　会員
野中　敏昭　会員
酒井　優嘉　会員
増永　英彦　会員
馬場　一彦　会員
大久保　衛　会員

孝久　治宏　会員
佐野　直美　会員
瀧谷 えみ子　会員
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にこにこＢＯＸ報告

日本事務局からのお知らせ
2019年3月のレートは、1ドル＝110円です
（3月レート適用は、3月１日（金）以降に弊局口座へ着金対象）

酒井　芳則　会員
牧野　友美　会員
小淵　洋治　会員
岩尾　顕治　会員
窪田　健一　会員
野呂　和夫　会員
梅田　吉臣　会員
大橋　良史　会員
帰山　明朗　会員
黒田　敏夫　会員 〃　〃
小部　隆充　会員
深見　泰和　会員
野中　敏昭　会員
佐野　直美　会員
瀧谷 えみ子　会員
孝久　治宏　会員

テーマ

編集：会報・ホームページ委員会

幹　事　報　告

委　員　会　報　告

会員
卓話

㈱丸正　代表取締役社長

小  淵    洋  治    会  員 「ロータリーについて」

佐野直美　出席委員長
　本日は、28名の出席数で、70％の出席率と
なっております。街角でお仲間にお会いしまし
たら、是非出席のお声掛けをよろしくお願いし
ます。

牧野　友美　幹事
　3月24日（日）京都に於いて開催される職業
奉仕講演会へは、4人で行ってきます。
　地区大会の登録料を集めます。出席の方は
会計コーナーまでお願いします。

　例会前に「いのちの電話」の方が3名見えられましたので、3万円の
助成をさせていただきました。
　例会終了後、事務局に於いて定例理事会を開催しますので、関係
者の方はお集まりください。

小淵会員の卓話を楽しみに、誕生・勤続表彰を頂いて

小淵会員の卓話を楽しみに、今日は女三代にわたりうるう年２月２９日の妻の誕生日です

卓話をよろしくお願いいたします

小淵さんの卓話を楽しみに　

〃

〃

〃

〃　理事会欠席すみません

誕生祝を頂いて　卓話を楽しみに

結婚祝いを頂いて

〃

〃卓話を楽しみに

〃　〃

〃　〃

〃　勝手ながら早退します

　私は入会して早33年になります。その時の
会長は岡田さん、幹事は梅田さんのお父さん、
スポンサーは先日亡くなられました酒井雅憲さ
んのお父さん「利廣さん」でした。なぜロータリ
ーに入ったかですが、酒井さんは囲碁がお得
意で、町内の囲碁クラブでのご縁で入会しまし

た。
　ロータリーは、親睦と奉仕が両輪だと思います。どういう事かと教
わったのですが、「寛容の精神と調和の精神」といわれ、とてもその境
地にはたどり着けません。また、その当時の３大義務として、「出席・
会費・ロータリーの友講読」でした。ロータリー情報委員長が前に出
てきて、「今月のロータリーの友には、こんなことが書いてあります」と
おっしゃっていたことを覚えています。「４つのテスト」ですが、平行
線ではなく、放射線状に出ているんですよと教わりました。
　職業奉仕が原点で、職業倫理と奉仕の理想の事などを、黒田さん
が５月に話すことが無くなるといけないので、ほどほどにしますが、
自分の職業をしっかり行って、他の職業も認める。職業に上下はない
ということです。ロータリーで一番良い事は、自分の師匠を友を仲間
を選ぶことが出来ることです。自分より優れているものを持っている
人は全部師匠であります。人の良い面を見て、欠点は見ないのが大
切と思います。友だちの３つの条件は、「物をくれる人・薬師・知恵あ
る人」です。
　姉妹クラブの村上へ訪問した時、瀬波温泉へ泊まり囲碁をしてい
ましたら停電になって、暗くなった部屋の囲碁をくちゃくちゃに変えて
勝った思い出があります。楊梅クラブへも訪問しまして、特に平成５
年に青少年奉仕委員長で中学生を８名引率、ロータリアン12名も参
加してホームスティしてきました。これが一番の思い出です。また、楊
梅クラブ30周年、私が会長・幸道さんが幹事をしている時参加した
のですが、300人くらいのパーティーで挨拶をしたのですが、足が震
えました。楊梅33周年記念の時、1泊2日で岩尾さん・笠原さん・白川

さんと訪問しました。夜着いてすぐパーティー、
あくる朝5時には迎えが来る弾丸ツアーでした。
　ロータリー世界大会がバンコクで開催され
た時に行ってきました。岩尾さん・笠原さん・山
崎さんで行ってきました。山崎さんがやたらお
店に詳しいので驚きました。世界大会は、何を
言っているのかさっぱり分かりませんでしたが、万国旗がずらーと並
んでいるのを見て帰ってきました。
　米山奨学のカウンセラーをさせていただいて、ベトナムから男の子
1人、女の子1人担当しました。本人はとても悩んでいましたが、欠席
もせずに頑張っていました。
　ロータリー財団推進委員として、県内8クラブを訪問して寄付をお
願いに回って歩きする仕事を、3年間務めました。もうやめたいと思っ
ていたところに、笹尾さんが後任になっていただけます。
　鯖江クラブの50周年記念の時には、楊梅クラブより15名ほどが参
加されました。来年の60周年にはお考えいただければと思います。
　今日は私の自慢話にお付き合いいただきましてありがとうござい
ます。
　最後に高杉晋作の辞世の句ですが、
「おもしろき　こともなき　世をおもしろく　す
みなすものは　心なりけり」
（貴方の心次第で、面白くも面白なくもなります
よ）
　そこで、少しパクりまして
「おもしろき　こともなき　このロータリー　すみなすものは　心な
りけり」
　ありがとうございました。


