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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)
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点鐘：12:30

テーマ

「四つのテスト」

岩尾　顕治
　ソング委員長

点鐘：12:30

テーマ

卓話

ロータリーソング

会　長　の　時　間
  清水  康弘    会長

　今年度の最初の対外
事業である２０日の丹
生高校就職模擬面接に
ご参加いただいた方、誠

にご苦労様でした。
　私事で恐縮ですが、私には文章の読解能力が
著しく低いのではないか、という事に最近気づき
ました。昔から黙読するだけでは完全に頭に入っ
てこないので特に試験の時には口に出して読んで

幹　事　報　告

出席率63.63％
鯖江商工会議所3階中ホール

クラブフォーラム

「ローターアクトの会員増強」 「市における防災の取り組みについて」
市防災危機管理課

漆  崎　啓  二　様

健　康　診　断

馬場一彦　会員

いました。もちろん声は出しませんが。
　口に出すとどういうわけかわかりませんが、それ
なりに理解できるのです。そんな私ですから昔か
ら本を読むのに時間がかかり、本を斜め読みでき
る人がとてもうらやましかったのです。今思うに、だ
から私は文系が苦手だったのだと思います。特に
哲学とか宗教の話になると今でもさっぱりわかり
ません。また文系の試験になると当然記述式の問
題が多くなる。すると採点する先生によって点数が
変わる。こんな理不尽な試験はないと思っていま
した。それに対して理系の場合は大概答えは一つ
しかないので理解しやすいと思います。
　これは試験ではなかったのですが確か中学生
の時の宿題になった問題で、福井県にも縁がある
三好達治の詩で「雪」というのがあります。
　太郎を眠らせ　太郎の屋根に雪降りつむ。
　次郎を眠らせ　次郎の屋根に雪降りつむ。
たった２行だけの詩です。
　宿題の問題は、もし３行目を付け足すとすれば
どういう文になりますか?というものでした。
今この詩を検索してみても、これはどういう情景な
のだろうか。場所は雪深いのだろうか。太郎や次郎
はいくつくらいだろうか。兄弟だろうか? 他人だろ
うか?家族は何をしているのだろうか。詩の言葉が
短くなればなるほど場の限定がルーズになり、多
様な解釈ができるようになる。との解釈がなされて
います。当時僕も同じように考え、いろいろな答え
を考えていきました。

　しかし答えは全く違っていました。
　三郎を眠らせ　三郎の屋根に雪降りつむ。
　これだけが答えでした。他は間違いとのこと。
こんなもの国語の問題じゃない。単なるクイズだ。
以降ますます私は国語が嫌いになりました。

酒井　雅憲　幹事
　20日の丹生高校模擬
面接では、ありがとうござ
いました。26日にも鯖江
高校がございますので、よ

ろしくお願いします。
　9月は「家庭会合の月」ですので、各班長さんは
日程調整等よろしくお願いします。
　本日は、クラブフォーラム「ローターアクトの会員
増強について」よろしくご検討ください。
　9月22日に、60周年記念の「防災についての講
演会」を開催しますので、22日は必ず空けておい
ていただき、会社の方・お知り合いの方達を今から
お願いいただきたく、よろしくお願いいたします。
　60周年記念式典・懇親会に
尼崎東RCから5名の正式参加
のお返事を頂きました。
　村上RCから、新潟・山形地
震の際に10万円の寄付金を
受けたお礼状が届きました。
また、同クラブでも10万円を加えて村上市に義援
金を贈った新聞記事も同封されていました。

点鐘：12:30

注：9月6日の健康診断は
　  午前12時から始まります



Sabae Rotary Club   Weekly Report http://sabaerotary.com/

編集：クラブ広報委員会

テーマ

にこにこＢＯＸ報告

「ローターアクトの会員増強」クラブフォーラム

委　員　会　報　告

清水　康弘　会員
黒田　敏夫　会員
岩尾　顕治　会員
窪田　健一　会員
増永　英彦　会員
岡本　圭子　会員

日本事務局からのお知らせ
2019年8月のレートは、1ドル＝108円です
（8月レート適用は、8月１日（木）以降に弊局口座へ着金対象）

　

クラブフォーラム進行
　森家　亮　青少年奉仕委員長
　本日は「鯖江ローターアクトの会員増強」という事
で、現状についてお話します。現在２名です。２名で
は例会もなかなか開かれないのが現状です。この
まま行くと、ローターアクトが消滅すると懸念されま

す。その中で、我々ロータリークラブが支援していかねばならないと思われ
ます。
　先般、ローターアクトの会員候補者を紹介いただけないかという用紙を
お配りしました。先日酒井幹事より４名のご紹介がありましたので、この場を
お借りしてお礼申し上げます。皆様からも改めてご紹介いただけたらと思い
ます。本日は、具体的な会員の増やし方、どのような方法が効果的かなどを
テーブルに分かれてしていただきたいと思います。グループの討論リーダー
を４名指名させていただきます。窪田さん・瀧ヶ花さん・酒井幹事・森家です。
よろしくお願いします。進行も私、森家がさせてもらいます。

　４つのグループでローターアクトについて
　　　　　　　　　　　　　ディスカッション

　　　　　　ディスカッション結果
瀧ヶ花G:①魅力ある勧誘チ
ラシを作ると良いと思います。（どういう会か、何を
するのか、入りたくなる内容）
②大きい会社から、人数だけでも確保したら増える
のではないでしょうか。
③クラブ自信に魅力があることが大事だと思います。

海外でボランティア出来るなど出来ると良いと思います。（費用はロータリー
クラブで捻出）
④皆で話していくうちに、２人のローターアクト候補者が有ることが分かりま
した。後程、ローターアクト会長に知らせます。

丹生高校の就職模擬面接ご苦労様でした。

丹生高校の就職模擬面接に出席して

　〃

クラブフォーラムよろしくお願いします

早退します

　〃

大橋　良史　社会奉仕委員長
　８月２０日丹生高等学校に於いて就職模擬
面接を行いました。生徒は３０名程に対し、ロー
タリアン15分名で面接を
させていただき、本当に

ありがとうございました。２６日には鯖江高校の
模擬面接を行います。ロータリアン９名が参加

予定です。後ほど説明文
をお渡ししますのでよろしくお願いします。
　９月２２日(日)鯖江市嚮陽会館に於いて、鯖
江RC創立６０周年記念講演会を開催いたしま
す。
　講師の松島康生先生は、防災に於いてかなり
メディアに登場しておられ、テレビにもいろいろ
ご出演されておられる方です。集客は３００名を
予定しております。ロータリーの会員皆さんと共

に、周りの方５～６名に声をかけていただければ可能かと思いますので
どうぞその日は空けておいていただきますよう、
周りの人に今から声掛けをお願いします。私ども
も自治体・企業に声かけに参ります。
森家　亮　青少年奉仕委員長
　この後のクラブフォーラム、テーマは「ローター

地域と企業の連携による防災
～ 命を守ることと企業の社会貢献 ～

（多目的ホール西側）

についての講演会

福井県鯖江市桜町2丁目7番1号

主催： 鯖江ロータリークラブ

防災士ネットワークさばえ協力：

お問い合わせ： 0778-52-2966

松島　康生
（まつしま　やすお）

災害リスクアドバイザー評価研究所　代表
災害リスクアドバイザー（防災危機管理）
立正大学外部研究員
防災計画/事業継続計画（ＢＣＰ）/
非常災害対策計画コンサルタント
１９６３年　東京都豊島区生まれ
＊数多くのテレビ番組に出演されている

■　講師プロフィール
地域社会が一丸となって
取り組まなければいけない防災。
その中で企業は
どのような姿勢や行動が求められるのでしょうか。
地域連携から災害時に問われる企業の役割を考えます。

鯖江市　鯖江商工会議所　福井新聞社後援：

令和元年

鯖江ローターアクト納涼例会　開催
　鯖江ローターアクトクラブは、先日
８月１６日（金）午後７時から「にしやま
亭」において納涼例会を開催しました。
　鯖江ＲＣ清水会長、森家青少年奉仕委

員長はじめ６名の鯖江のロータリアンも参加し、鯖江ＲＡＣの帰山会長と
佐野幹事による例会セレモニーが粛々と執り行われた後は、美味しいお料
理を囲み和気あいあいの時間をすごしました。そして、会員増強・活動の内
容など、今後のアクトの活性化をめざし大いに語り合い、そして、アクターと
ロータリアンの交流を深めました。

アクトの会員増強」について行います。皆様、どうぞよろしくお願いします。

酒井幹事G:①会社・企業の社員さんに頼る。ロータ
リアンのご子息・ご令嬢にあたる等の案が出ました。
②PRが足りないので、チラシなどでローターアクト
の良さをアピールすると良いと思います。
③ロータリアンが本気になって、アクトを巻き込ん
だイベントや懇親会などを開いて、その場に新し

い人・若い人を連れてきて、アクトの魅力を語り、入ってもらうよう促すこと
が必要だと思います。とにかく、ローターアクトに入って活動すると、自分が
成長する・交流が深まる等非常に良い事があると伝える場をつくる事を、全
般的に見直しては如何でしょうか。３０歳以下の若者は、市内の中小企業、
わが社も含めて見当たらないのが現状です。　

窪田G:我々の班で話をしたのは、さっぱりまとまりま
せん。瀧ヶ花さんのチームのような話が出来ると良
いなと思いました。過去のアクトを見てまいりました
が、この先どうやって活動していけばよいかなとい
う話しかできませんでした。
森家G:①パンフレットやポスターを使って募集して
はどうでしょうか。
②銀行さんとかに出していただけないでしょうか、と
依頼をかけてはどうでしょうか。
③ローターアクトの例会に、候補者などをお招きし
て、どういった活動をするのかを見ていただくという

内容でした。
　本日頂いたお話を基に、これから会員増強に向けての取組みをしていき
たいと思います。
　具体的に、パンフレット等を進めてまいりたいなと思いますので、その辺
のデザインなどが出来ましたら、皆さんにお知らせなどしていきたいと思い
ます。
　今日は皆さんどうもありがとうございました。


