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鯖江RAC会長

佐　野　優　様

「関税と原産地証明」
日本貿易振興機構 福井貿易情報センター 所長

関  根　成  子   様

「RYLA研修発表」 会員
卓話 園　幸　雄   会員

㈱ヨシケイ福井　代表取締役

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)

会　長　挨　拶
酒井　芳則　会長
　前回の夜間例会に、
沢山の方にご参加いた
だき、ありがとうござい
ました。
　国体デモンストレー

ションスポーツ「スポーツ吹矢大会」障がい児
の部の支援に協働しました、鯖江ライオンズ
クラブさん、鯖江王山ライオンズクラブさんと

幹　事　報　告

の合同懇親会を9月27日の18時30分から、
天狗楼さんにて開催いたします。皆さんのご
参加を是非お願いいたします。
　また、尼崎東ロータリークラブさんが、前回
台風の為来られませんでしたが、10月19日に
来訪したいという事をお聞きしております。そ
の日予定しておりましたクラブフォーラムは中
止しまして、尼崎東ロータリークラブさんとの
交流会といたします。その時に、会長さんに尼
崎の現状をお話しいただければと考えており
ます。
　9月19日に第１班家庭会合がありました。例
会について出席率の話をしたところ、座席な
どをもっと自由にして欲しいとの要望がありま
したので、本日は座席指定を止めさせていた
だきました。今後ともいろんな意見に対応して
いきたいと思いますので、よろしくお願いしま
す。

 牧野　友美　幹事
　先日の夜間例会への
ご参加、ありがとうござ
いました。
　11月10日に行われま
す敦賀Ｉ.Ｍ.参加登録

は、現在23名です。たくさんの登録ありがとう
ございました。今日まで受け付けておりますの
で、まだの方は是非ご登録をお願いいたしま
す。

小部　隆充
　親睦委員長
　今回の親睦家族旅
行は、大原三千院と佐
川美術館をメインとし
て行きます。日程は、

11月4日（日）8：00に商工会議所出発⇒大
原三千院（ガイド付）⇒琵琶湖ホテル（昼食）
⇒佐川美術館（平山郁夫館・佐藤忠良館・楽

吉左衛門館）⇒ラコリーナ近江八幡（クラブ
ハリエ）⇒19：30に商工会議所着予定です。
登録料：会員￥10,000・家族￥5,000
後日、出欠を取らせていただきます。

瀧ヶ花　秀晃
　青少年奉仕委員長
　国体デモンストレー
ションスポーツ「スポー
ツ吹矢大会」障がい児
の部の支援に沢山の方

がご参加いただいたお陰で、無事終了しまし
た。どうもありがとうございました。支援に協働
しました、鯖江ライオンズクラブさん、鯖江王
山ライオンズクラブさんとの３クラブ合同懇
親会を9月27日の18時30分から、天狗楼さん
にて開催いたしますので、是非とも参加の方
をよろしくお願いします。
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にこにこＢＯＸ報告

日本事務局からのお知らせ
2018年９月のレートは、1ドル＝112円です
（９月レート適用は、９月１日（土）以降に弊局口座へ着金対象）

編集：会報・ホームページ委員会

テーマ卓話
鯖江RAC会長

佐　野　　優　　様 ロータリー青少年指導者養成プログラム

研　修　発　表

　国際ロータリー第2650地区2017-18年度
「R Y L A」　テーマ「学び。そして創造」
（ロータリー青少年指導者養成プログラム）
　先日、RYLAに参加させていただいて
の内容と感想を発表させていただきます。
　「 R Y L A 」とは、

・18～30歳までの青年男女を対象；のはずでしたが、30歳
を超えておられる方が、何人かおられました。参加人数は、
ひと班12人で8班有るので96人と、他の地区のロータリアン
とで100人は超えていました。鯖江からは誰も来てもらえず、
1人で頑張ってきました。
・指導者および善良な市民としての資質をのばす；（地域社
会の市民・世界社会の市民）
・仲間と共に学び、自ら考え行動し、体験したことを他に及ぼ
し、何かに寄与するという意識を持つようにする；ということ
です。会場は、滋賀県休暇村近江八幡というところで、期間
は、5月18日～5月20日の3日間でした。
　開校式では、初めてあった人の情報を5分間聞いて、皆の
前でその人の事を他己紹介しました。また、講師の先生方は
とても個性豊かな立派な方達ばかりで、
１市川　伊三夫　氏
（・第2750地区パストガバナー・慶應義塾大学卒業・精華大
学（中国）顧問教授・全日本大学バレーボール連盟会長）
２津田　久資　氏
（・Aｕｇｕｓｔ-ａ ㈱代表・東京大学法学部卒業「あの人は
なぜ、東大卒に勝てるのか」という今話題本の作者）
３嘉田　由紀子　氏
（・前滋賀県知事（2006～2014年）・京都大学卒業）
４岡地　勝二　氏
（・龍谷大学名誉教授・関西大学経済学部卒業・「沖島小学
校」という島の中の小学校で、子ども達が地産地消の弁当や
アイスクリームを作るのを支援しているそうです）
５川口　加奈　氏
（・ＮＰＯ法人Ｈｏｍｅｄｏｏｒ理事長・19歳で会社設立
・内閣総理大臣賞受賞）
NPOの内容は、ホームレスを使った事業で、きっかけは、大
阪の駅や公園にいるホームレスを見て、なぜ仕事をしない
のか聞いたところ、「住所がないと仕事をさせてくれない、住
むところを買うには仕事がないのでお金がない」という事で
した。この悪循環から何とか助けてあげて、ちゃんとした仕事
を身に着けてもらいたいと思って、自転車修理等してもらっ
て成功した方です。

国際ロータリー第2650地区 2017-18年度「R Y L A」

　講義を聞いた後は発表をするのですが、僕らの班は寸劇
をしました。
　それでは、「RYLA」の研修を受けて、ためになったなと思う
事を発表します。
１の講義；ロータリアンに必要な4つの事は何でしょうか。
①奉仕②親睦③多様性（国際的）④インパクト（輝いている）
２の講義；守（先生方から学ぶ）+破（自分で考える）+離（行
動する）＝「守破離」揃って初めて学べた事になる（真似をし
てみて、自分で考え、行動に移す）そうです。また、「メモマン」
が大事だとおっしゃっていました。知識が増えると発想力が
育つ。するとどこかで自分の仕事につな
がってくるとおっしゃっていました。
４の講義；経済学の先生なので、ちょっ
と難しい経済のお話でした。問題＝皆さ
ん一番最初のドルはいくらだったでしょ
うか？答え＝360円/1ドル（1949年に
原油の価格を基に米のドッチ氏が制定）問題＝今後の課題
として、リーマンショック、ギリシャショック、と経済の大暴落
が起きましたが、さあ、次に何ショックが起こるでしょうか？
答え＝ジャパンショックが起こる。ジャパンショックとは何か
というと、日本の国債は日本国民がほとんど持っています。
そして日本の財政は、ついに破綻した時、それによる日本国
債価格の暴落、金利の急上昇がおこり、リーマンショックを上
回るジャパンショックが発生します。⇒日本国債を保有しす
ぎていた、ほとんどの日本の銀行が財政破綻を起こし、銀行
は国有化されます。そして、日本の円が大暴落し、ただの紙
切れとなる・・・と予想されているそうです。
　消費税が2019年に10％になるのですが、経済学者の間
では、25～30％ぐらい消費税を上げないと、ジャパンショッ
クが起きてしまうと言われています。と聞いた時、消費税10
％上がるのが反対派だった僕は、賛成派になりました。

　日本の凄いなと思ったことは、マイナ
ス金利です。それは、預金をすると預か
り料を取られるという仕組みです。日本
人は老後の事を考えて、預かり料を取ら
れても良いので預金を選びます。そこに
目を付けたビジネスマンが、預かり料を

取らない預け先を作るという事で、結局マイナス金利は成功
しないであろうともおっしゃっていました。
　皆さんも是非RYLAに来てください。僕もまたチャンスがあ
ったら行きたいなと思っています。

　
酒井　芳則　会員

牧野　友美　会員

窪田　健一   会員

大橋　良史　会員

野呂　和夫　会員

榊原　広輝　会員

瀧谷 えみ子   会員

吉田　俊博　会員

佐野　直美　会員

岩尾　顕治　会員

斎藤 多久馬   会員

笹尾　昌敬　会員

森家　亮　　会員

佐野君の卓話に期待して

〃夜間例会ご参加ありがとうございました。
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佐野君の卓話に期待して　いいことがありました

息子が卓話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

涼しくなりました。
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早退させていただきます

〃


