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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」
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会 長 の 時 間
幹 事 報 告
閉 会 点 鍾

鯖江商工会議所3階中会議室

できることから始めてみましょう

出席率67.7％

点鐘：12:30
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10/20(金）

例会報告

第2823回
   10/27(金) 11月第1例会

点鐘：12:30点鐘：12:30

小淵　洋治　会員
　地区で行われる委員
会に出席された方は、そ
の報告を是非この場でし
ていただきたい。どなた
が、どういう会に行かれ

て、何をされているのかが分からず残念でありま
すので、今後報告を兼ねて委員の皆さんのご活
躍を知るためにもよろしくお願いします。

僕のRC,私のRC,みんなのRC

卓話 卓話

テーマ

ロータリーソング
「それでこそ
　　　ロータリー」
桑原　重之
前副ソングリーダー

 会 長 の 時 間

幹　事　報　告

川手　博明　幹事
①I.M.出席用のJR時刻
は開会が1時ですので、
鯖江12：28、北鯖江12：
32にご乗車願います。
②11月の定例理事会の
案件が多いため、前もっ

てお知らせします。a.12月に合併正式調印に向け
て、報告・提案・了承の手順を準備の為、12月1日
に臨時総会を行う事。b.新年例会（1月8日に変更
予定）は、合併後初めての会合なので、市長・商工
会議所会頭・越前町町長・ガバナー補佐・もしかし
たらガバナーにもご出席いただく案。c.地区より、
義援金追加で各クラブに一人当たり千円のお願
い要請の件。d.姉妹クラブの村上・楊梅クラブに
鯖江北と合併した正式文書を出すかどうかの件。
③卓話状況は来年以降が未定です、皆様方のお
付き合いの中で推薦いただける方がおられまし
たら、野中委員長にご紹介ください。

大島　恒彦　会長
　セスナ機の九頭竜川
への不時着見事でした。
数人乗っておられたそう
ですが、とっさの判断で
誰一人ケガも無く、流石

ロータリアンですね。
　 今日はあおり運転の話をさせて頂きます。
今年３月に神奈川県内の東名高速道路で夫婦が
巻き込まれ悲しい結末になりクローズアップされ
た「あおり運転」ですが、異常接近して追い回す、
幅寄せ、クラクション、ハイビームで威嚇する等の
道路交通法違反（車間距離不保持）で昨年摘発さ
れたケースは7,625件あったそうです。そのうち高
速道路での違反は約9割の6,690件に上ったそう
です。如何に高速道路での無謀運転が多いかが
お解り頂けると思います。民間の調査でも過去に
あおられた経験のあると答えたドライバーは過半
数いるとの事でした。では実際にあおられた場合
どのように対処をすればよいか。高速道路であお
られて事故の危険を感じた場合、同乗者がいれ
ば警察に通報を頼み最寄のサービスエリアかパ
ーキングエリアに行って停止し、警察が来るまで
車内で待機する。その際にドアは必ずロックし相
手がクルマから降りて来ても相手にならない。同
乗者がいない場合はサービスエリアかパーキン
グエリアに入ってから警察に連絡し到着を待つ。
また、幅寄せなどで運転を続けることが危険にな
り、路上で止まらざるを得なくなった場合は、通行
帯ではなく路側帯などに停車し警察に連絡し到

着を待つ、車外には絶対に出ない。
　全国には悪質なドライバーが多くいます。摘発
に繋げるためにはドライブレコーダーの設置や同
乗者がいる場合は状況をスマートフォンなどで動
画撮影し証拠を残す事が重要です。先日お客さん
が高速道路で、追い越し車線を走行中のクルマ
を走行車線から追い抜いた途端あおられて怖い
目にあったと話をしていました。あおり運転の事
故がクローズアップされてからドライブレコーダ
ーが急に売れ出しました。ドライブレコーダーは、
あおり運転だけでなく交通事故を起こした時の参
考資料にもなりますので、皆様も設置をお考えに
なられてはいかがでしょうか。

クラブフォーラム

 会　長　挨　拶

榊原  広輝   会員

「地域に密着した私達（企業）ができる地方の空き家対策」

橋本  政宣   会員

注意：11月3日(金）は休会です

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

勝山ＲＣ(勝山市民活動センタ－) 大野ＲＣ(大野商工会議所会館) 武生府中ＲＣ(越前たけふ農協会館)

武生ＲＣ(武生商工会館) 鯖江北ＲＣ(神明苑) Ｌ 敦賀西ＲＣ(ニュ－サンピア敦賀)

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) 敦賀ＲＣ(福井銀行敦賀支店) 金曜日 福井あじさいＲＣ(ﾎﾃﾙﾘﾊﾞ-ｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ)

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) 木曜日 福井ＲＣ(ユア－ズホテル福井) 福井西ＲＣ(ﾊﾞ-ﾄﾞｸﾞﾘ-ﾝﾎﾃﾙ･ﾚｼﾞ-ﾅ)

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-) 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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小計 ￥        6,000　
累計 ￥   443,000

にこにこＢＯＸ報告

本日のｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑよろしくお願いします
サバエモノヅクリ博行ってみてください
欠席多くすみません。　良いことがありますように
早退します。　クラブフォーラム参加できずすみません。

大島　恒彦　会員
窪田　健一　会員
野中　敏昭　会員
帰山　明朗　会員

編集：会報委員会

第2回クラブフォーラム

　川手　博明　幹事
　本日の会員増強についての中身は、理事会で決定
した内容でありますが、その中での意見で、結果が伴
わない、職業分類から見ると、税理士・弁護士の方が
メンバーに入っていただけると、いろんなアドバイス
をいただけるのではないだろうかという話がありまし

た。奉仕を訳するとボランティアという事になり、ロータリーの目指す職業奉仕
とはニュアンスが違ってきます。また、NPOはアメリカが発祥となった考え方で、
一つの産業です。（雇用・収益）日本では受け止め方が違っている。その中で、組
織だって職業奉仕をどういう風に新しいメンバーを増強するか、新陳代謝を図
っていくかが課題になるかと思っています。

　クラブフォーラム　1・2班　ファシリテーター
　酒井　芳則　副会長
　・女性の会員がどなたか入っていただけないかな
と思っていて、会計事務所の方、化粧品販売の方に声
をかけ、説得に翻弄しています。
・自分がRCに入ったのは、怖い先輩にスナックに呼び

出され、ここに名前を書け！、いやや！、どうしてもか！で、圧力に負けました。
・最終的には圧力で。お名前の挙がっている方の所へ、10人くらい押し掛ける
のは？いつも表面だけで話しているが、誘うのはなかなか難しい。商売のつな
がりで攻めるとか、職業分類でいままで何度もピックアップされている方は、一
人で行っても相手にされない。会計士さんも弁護士さんも卓話していただいた
が、入っていただけない。
・RC辞めた人の息子と思ったが、性格的に合わないと思う。また、以前入ってい
らした方のお嬢さんに声かけたら、「おもしろい？」「ん～～！」無理やり入っても
らって友達なくすのも嫌だと思います。女性の場合、何人も押し寄せていくと退
いてしまう。
・北クラブから退会した会員さんが結構おられて、その方を入会させるのは今
がチャンスだと思います。北RCと一緒に勧誘に行ったらどうかなと思います。
RCで熱心に活動されていた方もおられるので、執行部3人程で誘いに行っては
どうでしょうか。また、お医者さん関係が少ないです。眼科・耳鼻咽喉科等入って
いただけるといいのですが。
・以前お医者さんは8～9人おられたが、今は少なくなっている。最近できた福
祉施設とか、卓話にこられたエステの人等に声かけをしている。北RCに以前入
っておられた方は、年内にしないと合併してからでは難しいと思う。
・合併して鯖江RCになったら入ってもよい方が2人おられる（新しい方）。後は圧
力のみ（僕らも圧力に負けて入ってきた）。
・今候補に挙がった方を、5・6人でローテーションチームを作って、圧力？で入
っていただけるよう勧誘に行きましょう。

テーマ 「リピート、会員増強」

　クラブフォーラム　3・4・5班　ファシリテーター
　牧野　友美　副幹事
　・クラブフォーラムのやり方が違うと思います。きち
んとした考え方のもとでやらないと何にもならないで
す。これでは座談会ではないでしょうか。RCの職業奉
仕は、倫理感をもって免許（医師・外交官・弁護士等）
を持った職業は何人入ってもよく、RCの基本的考え

方を守って欲しいと願っています。
・入ったばかりで何が奉仕なのか、RCとは何かが分かっていません。その私に
新入会員増強とか言われても、どうしたらよいか分かりません。私の中ではこの
会は特別なものだと思っていますので、楽しければいいではいけないんだろう
とはうすうす感じています。
・RCについて、国際RCの会長も、大きすぎて、複雑すぎて答えられないとおっし
ゃっておられます。個人の会社のようにやっていくというのが、最近のスタンダ
ードな流れのような感じがします。地区の条例や、アクトのように定年過ぎても
もう1年など、会社数も減っている中、変えていかないといけないとは思います
が、ベースになる規則とか知っておかなくてはいけない事を、どう勉強するかが
大事です。増強は強引に押しかけていって捕まえて入れるしかありません。
・「居ていい」を基本に会員増強をやって欲しいです。鯖江クラブは、イベント・
同好会等、地域に根ざした活動をしていると思います。
・私は先輩から親の代替わりに出るよう言われ、職業奉仕とか何のことかわか
らずに入りました。先輩から「出るのは義務だよ」と言われ、「はい」と答え、馴染
んできたので、最初から奉仕とか難しい事ばかり教えないで、楽しんでいくうち
分かってくるものでは？と思います。
・RCの職業奉仕は分かりにくく着眼点が見えづらいです。奉仕は、掃除・挨拶・
声かけ・見守り等が思い浮かびますが、どこを基準に持つかは難しい事です。
ロータリーに入ったという事は、例会に出席してもらわないと意味がないし、地
区にも出ていろいろ学ぶのは大事と思います。
・職業奉仕は器が大きすぎて、これだ！というものを本当は知りたい。
・奉仕を英訳するとサービスです。1905年に何を考えたか、例えば、リンゴ1箱
発注して送られてきたものを開いたら、石ころが入っていた、という時代で商売
をする人の価値観を高めていくためにも、奉仕（公的サービス）を取り上げてい
ました。RCの理念によって、物を生産・管理し、備蓄をし、品質良く、正直にやる
ことが本当の仕事だと思い、それを理論的にやったのがRCの起源です。
・倒れている人にパンを与えるのではなく、仕事を与えて税と賃金で払うと、倫
理観をもって人は仕事をします。道徳観を持った資本主義を保証するという事
です。私は四つのテストで入会しました。四つのテストが気に入っていてそれを
話したら、「真実とか公平とか、何が真実で何が公平だろう」と言われました。分
かりにくいという事は、そういう事も含めて複雑になってきている事だと思いま
す。

委　員　会　報　告
　佐野 直美　親睦委員長
　11月26日（日）に池田町でそば打ち体験を企画し
ました。自然豊かな、私の育った池田町に、そば打ち
体験して、冠荘に移動して食事と入浴などされて、親
睦を深めたいと思っております。現在15名の参加申
し込みをいただいております。皆様ご家族お誘いあ

わせの上、お申込みください。

家　庭　会　合　報　告
　瀧谷えみ子　第3班チーフ
　10月13日天狗楼さんにて、3班の家庭会合を行
い、前回のクラブフォーラムでの意見をまとめたも
のを瀧谷が発表し、続いて帰山副チーフが「ロータ
リーにおける女性会員の変遷」を調べてくださった
内容を教えていただきました。1950年インドのRC

が定款から男性という言葉を削除することを提案、それから40年余り経った
1990年に始めて女性の入会が認められるようになりました。アメリカ・ヨーロ
ッパでは、レディーファーストとは名ばかりで実は女性を差別していたことも分

かりました。日本では、2015年に女性活躍推進法ができ、女性会員が増え始
めたようです。
　封建的なロータリーのなか、女性に機会を与えたいという気持ちから大島
会長が運営方針に提唱されたという想いをお聞きしました。
しかし、主要ポストに女性だから任命したのではなく、器や才能ある人がたま
たま女性だったというのが、自然ではないのだろうかという意見にまとまりまし
た。


