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2017-2018年度

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」

開 会 点 鐘

四 つ の テ ス ト

ロ ー タ リ ー ソ ン グ

会 長 の 時 間

幹 事 報 告 等

閉 会 点 鍾

鯖江商工会議所３階中ホール

できることから始めてみましょう

出席率71.2％

点鐘：12:30

小計 ￥     30,000　　
累計 ￥   640,000

にこにこＢＯＸ報告

第2830回
12/22(金)

第2832回
 1/12(金)1月第1例会12月第4例会

第2830回
12/22(金）

例会報告

第2831回
   1/8(月・祝) 1月第2例会

点鐘：12:30 点鐘：12:00

僕のRC,私のRC,みんなのRC

卓話
テーマ

ロータリーソング
「我らの生業」

瀧谷　えみ子
ソングリーダー

 会 長 の 時 間

  大島　恒彦　会長
　今日は暖かいですが、
これから寒い日が続くよ
うです。そして忘年会シー
ズンですので、体調管理
が難しいとは思いますが、

風邪等ひかないようご注意頂きたいと思います。
　上野動物園が19日赤ちゃんパンダのシャンシャ
ンを一般公開しました。上野生まれのパンダの公
開は1988年のユウユウ以来29年ぶりだそうです
が、24万7千件の応募があり、19日は1万8千件で
当選倍率46倍、祝日の23日は144倍で狭き門だ
そうです。NHKが夜7時のニュースでトップに伝え
るなど熱狂的人気になっています。テレビだけで
はなくインターネット配信などで毎日シャンシャン
を見る事が出来ますが、かわいいのでつい見とれ
てしまいます。上野では400億円の経済効果が期
待できると声を弾ませ喜んでいるそうです。
　又、株価もパンダ関連株が急騰していますし、パ
ンダ商戦も全国で拡大しているとの事です。ところ
で、パンダで有名な場所がもう一つ有る事を皆さ
んご存知ですか。和歌山県白浜町にあるアドベン
チャーワールドです。私もここで初めてパンダを見
ました。2000年以来16頭の繁殖に成功し、現在は

卓話

会長挨拶

1.堀江会員卓話を楽しみに

2.皆様本年もお疲れさまでした

3.本年最後の例会で卓話させて

　いただきます

4.今年一年過ごせたことに感謝して

5.結婚祝いをいただいて

6.今年も終わりますね　

大島　恒彦　会員
橋本　政宣　会員
牧野　友美     会員
齋藤 多久馬     会員
大橋　良史　会員
酒井　芳則　会員

堀  江  邦  旺　会員 合併新年例会
会場：「サバエシティーホテル」

昨年9月に生まれた子供を入れて5頭が飼育され
ています。昨年子供が生まれた時も余り話題にな
らなかったようで、何故これだけ扱いが違うのか白
浜町の関係者は残念がっているとの事でした。
　アドベンチャーワールドは京阪神からのお客さ
んが多く、関東からのお客さんが少ない事もある
ようですが、世間は「パンダは上野動物園」のイメ
ージが強いようです。パンダはどこで見ても変わり
はないので、じっくり鑑賞したい人は待ち時間が
少ないアドベンチャーワールドに行かれては如何
かと思います。
　今年の会長挨拶は本日で終わりますが、新年に
なりましてもまだまだ本年度の例会は続きますの
で品や、質を変えてスピーチをして行きたいと思っ
ていますので、よろしくお願い申し上げます。

「ロータリーについて」

佐野　直美　会員
堀江　邦旺　会員
吉田　俊博      会員
木村　  明         会員
窪田　健一　会員

1
1
1
1
1
1
12
3
14
5
6

小  部   隆  充　会員

  野呂　和夫　会員
　鯖江RCの存在を知っ
たのは、十何年か前に木
村明先生が、いろんな資
料を持ってきて、仲間に
ならないかと誘われてい

た時です。私には敷居が高く、大変なところだと断
っていましたが、生業である動物病院に何人もの

ロータリアン方の犬や猫が通っていてくださった
り、夜の店で度々ご一緒させて頂くなか、皆様のお
人柄に出逢い見習わなくてはと思っている矢先、
田村直前会長の政治家の弁に落とされて、入会さ
せていただく運びとなりました。今では、楽しくて
やりがいを感じています。改めて皆さんにお礼申
し上げます。これからもよろしくお願いします。

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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卓話 テーマ堀  江  邦  旺　会員 「ロータリーについて」

幹　事　報　告
川手　博明　幹事
　本日は平成29年の最後の例会となります。次回は
平成30年1月8日サバエシティーホテルに於いて、
合併新年祝賀会をさせていただきます。2部構成で
1部は第2831回合併後初の例会となります。2部は
懇親会です。スタートは12時丁度に開会点鐘ですの

で、11：30には会場にお越しいただけますようお願いいたします。開会15分
前には、インフォメーションをさせていただきます。佐野委員長に席次表手
配をお願いしようと思っております。
　今年は12月26日が事務局員常局最後の日となります。27日以降何かあ
りましたら、会長・幹事・副会長・副幹事の方にご連絡いただきますようお願
いします。尚、1月9日正午から事務所開きをいたします。出席はとりませんが、
来られた方にはお食事をして頂こうと思っておりますので、お時間の許す方
は、是非ともご出席いただきますようお願いいたします。
　本日例会終了後、臨時理事会を開催いたします。主な議題は、「夢の懸け
橋 アジア・太平洋プロジェクト」包括審議の件について（全ての概算完了）で
す。
　合併後の例会会場は、1月12日からも本会場（鯖江商工会議所3階中ホー
ル）にて開催しますので、お間違いの無いようお願いします。何回か回を重
ねるうち、もし支障があるようでしたら、次年度から会場を考えるという事に
なります。
　この例会第2830回で、前半を終わることとなりました。本日「堀江会員」に
卓話をお願いしましたのは、クラブフォーラムという存在が良くわからない、
もう一度堀江会員にRCの運営・構成・歴史等を卓話でお話しいただけませ
んか、という事で、快くお引き受けいただきました。
　先週位から、鯖江RCの過去数年間のクラブ報告書を見ておりまして、桑原
会長時代に、外注に出していた活動報告書を自分たちで作るようになったよ
うです。2011～12年の報告書はインクや紙質のクオリティが高く、その後、
段々普通コピー用紙になってきて財政難を伺えます。左開きの年、和紙の表
紙などその時々の特徴が表れています。鯖江RCの長期戦略計画指針が示さ
れた物がありまして、先輩たちが真剣に考えたSAAの課題として、食事・服装
・出席（100％出席・遅刻・早退含）・指示の徹底・会計（予算、決算の決定時
期）・親睦（夜間例会が少ない・予算減）等、考えさせられる点が多いと感じま
した。会員増強について2013年には、すでに50人になっているという目標
になっておりますので、ここからが仕切り直しかなと思います。

　鯖江北RCが無くなったことは、私にとって感慨
深いものがあります。というのは、33年前丁度私が
幹事をしていた時に北RCが出来ました。理由は佐
々木さんがガバナーに選出された時で、（当時のガ
バナーは財団寄付・会員増強がガバナーに期せら
れた大きな役目）当時、鯖江からガバナーを選出

する際、会員増強をした証として鯖江北RCを立ち上げました。当時の皆さ
んの大変なご苦労を思い起こす今、鯖江北RCが無くなったことに、私は切
ない気持ちで一杯です。今後は、北RCの皆さんが鯖江RCに入って、十分活
躍頂ければ幸いに存じます。
　RCを知らないという話をされるロータリアンの方がおられる話を聞きま
すが、私も地区へ行くと地区の役員さんの中でもRCの事を解らないと簡単
に話される方が確かに多いです。何が解らないのかという事ですが、私より
レベルの高い方は、もっと深いところで解らないとおっしゃるのか、クラブフ
ォーラムはどういうことか、アッセンプリーはどういう事かなのか、等のロー
タリー用語について解らないと言われているのか、その解らない理由が解
らないです。一般的に解らないと言うお話を聞きまして、ロータリアンとして
は非常に寂しい気持ちになります。RCは、資源がいっぱい本部にあります。
日本では東京に支局がございますし、色んな所で答えが出ると思います。
自分が求めれば解らないことはないというふうに私は理解しております。そ
して、ロータリアンとして前向きに向上していかねばならないと思っており
ます。
　RCは何が自分の身になるかを考えると、生業として家族（母と2人）で事
業を営む状況のなか、RCに入らないかと岡本会員さんから誘われ、大変恐
縮してしまいお断りしていましたら、反対されているお母さんを説得する為、
揚原さんやご本山の館長さんが行くという話をされて、「いやー！とんでもな
い来ていただいたら困る、お前入りなさい」と、いう事で入会しました。その
時に、事業とはどういう事かな、経営者の方はどんなことを考えておられる
のかな、という事を先輩方から1つ1つ聞かせていただきました。その中に
は、吉田会員のお父さん、揚原さん、白崎さん等、立派な方がたくさんおら
れ勉強させていただきました。
　私は思うのですが、人の欠点を見つけるのではなくて、この人の持ってい
るものを先輩から学ぶという事をずっと心がけていました。人間ですから
100％ではありません、1つでも2つでも良いところを学んで、現在があると
思います。生業の調剤薬局従業員の方の中でも、そういうことを考えながら
やっているつもりでおります。私の原点の中で、職業の倫理、道徳的な哲学
と言いますかアーサーフレドリックセルドン（経営学者）という方が言われ
た、時代の変わり方と共に、倫理を深く、広く、高く求めていくのがRCの職業
倫理だと思います。丁度、今日の経済新聞に経済学の道徳哲学という記事
が載っていまして、ユーロの危機、金融危機等倫理だけではままならない、
経済はどこに正義を求めるかという事が掲載されていました。
　1905年（明治38年）に最初のRCが誕生。最初は相互扶助であったが、3
年後に職業奉仕（会員の職業倫理を高めること）と、そこから広がる社会奉
仕と国際親善を目的とするのであります。RCの3賢者は、「帳場の奉仕：サ
ービスアバァセルフ」という事を言われたリーフランクコリンズという人、そ
れから「ワンフットサービスベスト」と言われたフレドリックセルドン、それか
ら、32年間RCの事務総長として活躍されたチェニスリーペニーという人で
す。この3賢者のおかげで今日のRCがあると私は思っております。時代は変
わっても、その精神は変わらない、それをどれだけ倫理観を持つことが大
事と思います。
　用語が分からないという部分でRCが解らないという事があります。RLIは
ハシリテーターという人が、グループの枠の中で見ていく司会進行的役割
で、発言は一切「ああですよ、こうですよ」とは言わないで、外側から見てい
て何を考えるかが大事です。RCの職業奉仕の議題に上って来た時に、自分
は何を考えるのかが重要な事です。このRLIは、私がガバナー補佐の時に、
蟹谷さん、刀根さんと3人で導入しました。2650地区は日本で3番目に取り
入れた訳ですが、先日パストガバナーにお会いした時、反対意見もありまし
たという事を聞き、「RCに集まってきている人はそんなこと既にわかってい
るのでは」という意見が出ていたという訳です。RLIを始める前に、年4回程
研修を受けまして、ガバナー補佐になった年から4年間ハシリテーターとし
て実践しました。
　「クラブフォーラム」は、公式の会合です。家庭会合は言いっぱなし、聞き

っぱなしですが、クラブフォーラムは公式討論会です。それなりの下準備が
理事者側にあって、RCの進路を如何に見出すかの議論をフォーラムで行う
事です。「クラブアッセンプリー」というのは、理事者と委員長の会議で公式
の会議です。どういう風にクラブが動いていくか、そして、半期ごとに予算の
消化具合や事業の進行具合を検討するのがクラブアッセンプリーの役割
です。私がガバナー補佐をしている時には、クラブアッセンプリーをやって
いない所がありました。場所によって、RCの想いややり方が違います。その
中で目指している基本は、やっぱり職業倫理で、米山さんが日本に持ってく
るとき（大正9年）ロケーショナルサービスという言葉を職業奉仕と訳されま
した。これをどう解釈するかで違ってきます。サービスという言葉をどう訳す
か聞きますと100％答えられません。辞書に載っている「おまけ」ではなく、
実は奉仕・公的な兵役・人力・貢献等が本来のサービスの意味です。ロケー
ショナル（天職）ですが、米山さんは宗教的用語は一切使わず、倫理観より
も職業という言葉を考えた訳です。
　基本は職業の倫理観、1番ロータリアンに求めるところは、「自らが考え、
自らが求め、自らが望む」という事が大事です。これ
は、先輩から勲等を受けまして、そうなりたいと努
力する心境であります。「ロータリーを知らない」と
いう言葉は、今後言ってもらいたくないな、少しで
もわかっていただいて、話しをして頂きたいなとい
う風に思います。
　ソングはなぜ歌われるかは、ハリーラグルスが議論伯仲のロータリアン
を見て「歌を歌おうではないか」と声かけ、歌を歌う事によって場を和ませ
たのが原点です。100曲以上歌があり、鯖江のロータリアン棚池さんの作ら
れた歌もあるので、色んな歌を楽しんで歌っていただきたいと思います。


