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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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幹　事　報　告

出席率56.0％
鯖江商工会議所４階大ホール

テーマ

点鐘：12:30

卓話クラブフォーラム
「女性から見たRC・男性から見たRC」

酒井　雅憲　幹事
　3月17日会長幹事会に
出席してまいりました。内
容は会員減少が課題と
いう事でした。RACの方は

大野RACで、3名に落ち込んだ会員が13名迄増え
て、鯖江も2名に落ち込んだ会員が11名に増える
など、親クラブの働きかけで成功しています。
　本日クラブフォーラムを開催します。テーマは
「女性から見た RC・男性から見たRC」です。女性
発表者は佐野会員、男性発表者は梅田会員で、
それぞれの立場から話していただきます。それを
うまく引き出してコーディネートしていただくのは、
野中会員です。皆さんの忌憚なきご意見をお待ち
しています。

県　新産業創出課

牧  野　一  郎　様
「県民衛星プロジェクト」

会員卓話　？？
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幹 事 報 告 等
プ ロ グ ラ ム
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それでこそ
　ロータリー」
岩尾　顕治
　ソング委員長

ロータリーソング

清水　康弘　会長
　家に入るときに靴を脱
ぐのは日本だけなのか、と
いう疑問に駆られいろい
ろ調べてみましたが、うま

く纏められなかったので、その中で面白い文章を
見つけたので紹介します。
　なぜ日本人は靴を脱ぐのか、その理由に参照―

注：例会場は3月13日まで４階大ホール

中国メディア
2018年8月24日 18時20分 
2018年8月20日、騰訊網(テンセント)は、日本人
が屋内に入る際に靴を履き替える理由について
解説する記事を掲載した。以下はその概要。
　日本に行ったことがある人ならみんな知ってい
るだろうが、日本人が玄関に入ると靴を脱ぐ。畳の
和室に入る場合は、スリッパも履いてはいけない。
トイレと浴室は多くの場合分かれており、トイレに
入る時にはスリッパを履き替える必要がある。さら
に、幼稚園から高校までの間、教室に入るときは履
いてきた靴を学校指定の上履きに履き替える。多
くは白色だ。体育の時には運動靴に履き替えもす
る。その理由の1つには、日本の公立学校には清掃
員がいないことがある。校内の清潔を保つために
靴を履き替えるのだ。では校内の清掃は誰がやる
のか。それはもちろん子どもたちだ。日本の学校で
は小学校から子どもたちの責任感、勤労の習慣を
培うのである。そして、学校で靴を脱ぐ別の大きな
理由は、家庭環境がどうあろうと学校ではみんな
平等だということを子どもたちに知らせることだ。
服や靴を統一するのは平等化の為だ。小さいころ
から責任感と、見栄を張り合わない思想を育むこ
とが、日本の学校における人格教育の柱であり続
けているのだ。（翻訳・編集/川尻）
というものです。

　もしかすると学校で児童生徒が掃除をするのは
日本だけなのでしょうか？最近スポーツ観戦で日
本人サポーターが掃除をして帰ったり、選手がロ
ッカールームをきれいにかたずけて帰ることをク
ールジャパンと世界中から称賛されていますが、
この学校時代からの教育で自分たちが汚した処は
自分たちで掃除をするという習慣が身についてい
るからなのでしょうか？これは私の個人的見解で
す。



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

テーマ

にこにこＢＯＸ報告

「女性から見たRC・男性から見たRC」クラブフォーラム

日本事務局からのお知らせ
2020年2月のレートは、1ドル＝110円です
（2月レート適用は、2月１日（土）以降に弊局口座へ着金対象）

清水　康弘　会員
窪田　健一　会員
増永　英彦　会員

本日のクラブフォーラムよろしくお願いします

　〃

家庭会合の出席ありがとうございました。　

野中　敏昭　コーディネーター
　男性と女性の脳の違いをお話します。アメリカの
ジョングレイという心理学者の説によると、「男は金
星から、女は火星からやってきた」と言っています。
男女の脳の違いを理解することによって、パートナ

ーシップを築けるという事のようです。「男性は論理性、行動に目的を持つ。
女性は感情性、行動に共感を求める。」どうも人類が狩猟をして生活していた
時代の遺伝子情報の影響があるようです。

　      

　お互い理解し、尊敬信頼に基ずくパートナーシップを築くことが、男性と女
性にとってたいせつであります。

佐野　直美　女性パネラー
　「女性会員を増やす為には」のテーマで、1月20日
丸岡RCに私と県下RCの女性会員3名がパネラーと
して参加しました。
　現在、丸岡RCは1名の女性会員の為、増強する参

考にしたいとの事で、質問をされました。入会して男性会員との違いを感じ
たり、嫌な思いをした事があるか？それに対して、どのようにしたら女性会員
は増えていくでしょう？と、入会歴の長い会員さんからは女性という事に快く
思われなかった方もおいでです。女性だからお茶を入れないと等、思われる
方もいらっしゃいます。ただ、女性という事で優しく対応して下さったり、男性
会員より寛容な態度で接して下さる方が多く有難いです。
　多くの女性または男性もですが、RCの存在を知らない方が沢山いらっしゃ
います。その方達にRCを知ってもらう場を設けてはいかがでしょう。何より私
達ロータリアンが、女性を同等に見て、意識を持つ事が大前提で、それが会
員増強の輪を広げていくと思います。
梅田　吉臣　男性パネラー
　久しぶりに「ロータリー情報マニュアル」を紐解いて読んでみました。まだ
理解していない部分もありまして、皆さんもロータリー雑誌なども読まれると

佐野　直美
ニコニコ委員長
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家庭会合　第１班
　2月20日「天狗楼」さんにて、9名の出席で開催しました。「楽しい例会、
出席したくなる例会とは」のテーマは、難しい問題だと感じました。〇親睦
担当が夜間例会を企画したが、出席率に変化がなかった。〇役所関係の

卓話が続いているので、予算的には貢献しているとは思うが馬鹿笑いできるような卓話も必要と思
う。〇最近職場訪問例会が無い。〇ニコニコに領収書が必要か不要か。〇地区大会は予定通り開
催するのかどうか。など、色々な意見が出ました。最終的には、卓話・行事・イベントにこだわらず、ク
ラブ相互の親睦に尽きるのではないかということでした。このクラブに居るから、出会うはずのない
会員と知り合いになったり、学び・楽しみ・その瞬間を大切にすることが人生にとって有益な事とい
うことでした。また、長期欠席者には、その事に気づいていただきたいので、我々が長期欠席の方に
積極的に声掛けが必要だし、欠席の人もロータリアンの友情に応えて欲しいという事でした。

増永英彦チーフ

解るのではと思います。会員増強についてですが、
息子が商工会議所青年部に所属していまして、100
名ほど会員を増やしたそうです。方法を聞くと、2人
が責任者になって勧誘して2人で1人をフォローし、
相談にも乗っている。それに、目的意識を持っている

から出来たという事です。ロータリーに入る人がいないのは、お父さん達の
やり方が間違っているのでは？と言われました。ロータリーは、自分達の職業
を通じて社会奉仕をして、友だちを増やし、いろんな勉強をしていく場という
のが基本であると書いてあります。しかしながら、途中から「お金、お金、お金
」という部分が出てきましたので、私も疑問は感じましたが決められたことは
守っています。平均年齢が高くなると澱みがちになりますので、「RCはこんな
もんや」という資料か何かを作っていただいて、若い人に「社会奉仕しません
か」と伝えていきたいと思います。勧誘をしていかないと、会そのものの存続
が危ぶまれます。

帰山　明朗　会員
　当クラブに於いて会員増強が喫緊の課題でありま
す。その中で女性視点での考え方や運営が大事だと
感じています。4つのテストで言っている「みんな」は
老若男女の事で、RCの中では男性目線だけではな

く女性目線を一人でも多く取り入れることがより良い活動に繋がると思いま
す。JK課・OC課・おかみさん会等、女性が活躍している団体があります。RCと
意見交換などしていくと、お互いを知って交流できると考えました。

孝久　治宏　会員
　私がRCに入るとき言われたことは、自分を磨くた
めに入ると良い。出席は100％すること（メーキャッ
プというのがある）でした。その方は地域で商売して
いけるのも、生活していけるのもRCのお陰と思って

いると聞き、入りたいなという気持ちになり入会しました。
桑原　重之　会員
　RCは親睦と奉仕でありますが、親睦を重視して楽
しいRCになれば、RCは楽しいところと分かってもら
えると自然に例会出席もできると思います。また、多
様性も言われています。男女の区別等は関係なく、

良い例会にして親睦と奉仕を中心に楽しくやっていくという事が、大事なこと
だと思います。

男性パネラー


