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「それでこそ
　　ロータリー」
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㈱岩尾石油店代表取締役 「働き方改革と中小企業」
リヴルグループ社長

奥   村　繁   子　様

注：11月23日は休会です

クラブフォーラム

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
　11月4日の家族会員
親睦旅行には、三千院
の説明ガイド付きで学
ばさせていただきまし

た。大原の地は、千有余年前より魚山とよばれ
仏教音楽の発祥の地だそうです。また最澄上
人が比叡山延暦寺建立の際、草庵を結ばれ
たのにはじまります。天台宗五箇室門跡の1つ
でおもに王子、皇族が住職を勤めた場所で、
明治4年に持仏堂に掲げられていた霊元天皇
宸筆の勅額により三千院と言われるようにな
りました。その中で往生極楽院というお堂が
あり阿弥陀三尊を納める工夫として船底型天
井とされて祀られております。そこには天女や
諸菩薩の姿が極彩色で描かれ、現世に極楽
を現しております。観世音菩薩と勢至菩薩は
往生者を迎えるべく大和座りで慈悲に満ちた
お姿でした。当日は5人の会員奥様が参加い
ただき、和やかな雰囲気の中で過ごせたこと
に厚くお礼申し上げます。
　11月3日に丸岡RCの創立40周年式典に行
ってきました。記念事業としては、タイ、パンガ
ー県への基礎教育と識字率向上の活動を
2017年12月より3年間、今年はタイのプラテ
ィープ財団へ地元高校生10人予を派遣し交
流をしておられました。2013年よりタイ国の

牧野　友美　幹事
　明日のI.M.ですが、
11時40分に鯖江商工
会議所集合、50分出発
予定です。

　理事会に於いて、米山奨学生受け入れと
バリ行き（タマンRC）についてのアンケートを
取ることになりましたので、バリ島へ行かれる
方、奨学生を受け入れようと思われる方はご
記入ください。
　11月16日例会後のクラブ協議会は、２階
役員室で行います。
　理事会議事録に「例会出席向上の為メー
キャップを推進する」を追加します。

孝久　治宏
　　ソング委員

佐野  直美 　出席委員長
　見渡す限り席がいっぱ
い空いております。本日の
出席は19名で、47.5％で
した。

R　L　I　修　了　証

清水　康弘　会員

支援活動を続けておられるようです。また、坂井
市の丸岡バスターミナル広場に時計を寄贈さ
れる予定だそうです。私達クラブも急がず地道
にロータリーの活動を続けて行きましょう。
　第3例会はクラブ協議会です。また、60周年
の企画委員会も始まります。11月30日はクラブ
フォーラム例会です。親睦を深めましょう。

委　員　会　報　告
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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11月のレートは、1ドル＝112円です
（11月レート適用は、11月１日（木）以降に弊局口座へ着金対象）

岩   尾　顕   治　会   員
「ロータリーについて」
～思い出と奉仕理論～

「インターシティミーティングが開催されました」

　11月10日（土）鯖江ロータリークラブ登録数22名は、
「国際ロータリー 第2650地区 第5組 インターシティミーティング」
に参加しました。（ホストクラブ：敦賀ロータリークラブ）
本会議：敦賀市民文化センター 大ホール
1部：基調講演 二神典子氏「ロータリーを分かち合おう」
2部：活動事例報告 松原六郎氏「ポリオ撲滅活動体験談」
　　　　　　　　  高畠麻実氏「紛争地域での人道支援活動」
3部：ロータリーを楽しく学ぶ大クイズ大会!  幸道森市会員が出場♡
懇親会：きらめきみなと館  イベントホール
　　　  楽しく歓談し「布施辰徳ものまねショー」を楽しみました。

編集：会報・ホームページ委員会

会員
卓話

　プログラム委員は、私も3回程させて戴きま
したが、年間50回ぐらいのうち30回ぐらいは
講師をお呼びしますので、吉田委員長のご苦
労お察し申し上げます。よく苦し紛れに会員卓
話を入れて、「題名は何でもいいから・・・」とい
うパターンが良くあります。しかし、この度の会

員卓話は、会長経験者等の話を会員が聞いて研修するという、大変
立派な目的となっております。
　10年くらい前、鯖江クラブで卓話をする機会がありまして、吉田さ
んのお父さん吉田三郎さんにお茶を注いで頂いたので、大変ビビッ
た経験があります。北の方まで吉田三郎さんは厳格で厳しい方だと
いううわさが届いていて、今考えると良い思い出となりました。
　先週勤続表彰を頂き28年間という事で、その間全部メーキャップ
し、皆出席を続けております。福井の公民館で行うロータリーで、桑
原さんと合唱を10年程行っております。昨日例会がありまして、合唱
を行い、一昨日は施設へ慰問に行きました。
　ロータリーは本当にすごいなと思った事は、宴会でのコンパニオ
ンさんのお話で、「ロータリーさんはなんて上手な宴会をされるんで
すか」と言われ、「上手な宴会って何ですか」と聞くと、「お酒を飲ん
でバラ出す人もいないし、そうかといってシーンと盛り上がらない事
もなく、上手に宴会をされています」と言われました。ロータリーの
特徴・人格・品の良さが表れているのかなと思い、随分前の事です
が印象に残っています。ロータリーは社交クラブで、お付き合いをす
る会で、それを楽しむのが基本だと思います。別名「紳士の道場」と
も言われています。世間には立派な方でも非常に常識外れの方もい
らっしゃって、スナック等で一人で歌を何曲も歌っている人や、2次
会などでご馳走したにも関わらず、「ごちそうさまでした」の言葉もな
い常識の無さによく驚かされます。ロータリアンは、人間として後ろ
指さされる様なことは無いように、お付き合いを通じて礼儀を身に

着けるという事が大事だなと私は思います。
私自身もロータリでいろんなことを学ばせて
いただきました。親睦と言う話が出ましたが、
ロータリーでは親睦が非常に大事です。気を
許してお付き合いできなければ、その人から
吸収する、学ぶことが出来ないと思います。毎
週話を聞いたり食事をしたり、そういう触れ合いが親睦であるし、人
と人とのつながりが出来たら、経営上の話やいろんな話が出来るよ
うになり、自己研鑽にも繋がると思います。
　会員増強は非常に重要です。今日の様子を見てみると、会員の増
強よりも出席の増強が必要かと思いますが、会員増強は数なのか
質なのかとよく言われます。ポール・ハリスがロータリーを始めた時、

世知辛い世の中でした。その中で何人か
が寄ってロータリーを作ったというのは、
やはり「質」だと思います。素晴らしい友が
集まって活動していると、私も参加したい
という流れになってくると思います。職業

分類で、1業種1人の意味は、その業界を代表する方が選ばれると
いうことです。
　4つのテストですが、「みんな」という言葉が2つ出てきます。これ
は、会員を指すのではなく、「みんな」は、客・取引先・従業員を指し
ます。「真実かどうか」はごまかしがないかと言う事で、弊社で例える
と「このタイヤもうあかんざ」→「タイヤの溝が1.6ミリ以下なので、高
速は控えてください」と、売りつけるのではなく、お客の交通安全を
心配することだと思います。
　職業奉仕はロータリーの金看板であると、昔から言われています。
ロータリーは奉仕する人の集まりです。職業を通して社会のニーズ
を完全な形で満たすよう努力を重ね、自己の職業の品位と道徳水
準を高め、社会から尊重される存在にすることです。

㈱岩尾石油店代表取締役

　

酒井　芳則　会員
牧野　友美　会員
梅田　吉臣　会員
岩尾　顕治　会員
佐野　直美　会員

テーマ

1　11月4日の家族旅行ありがとうございました。　岩尾会員の卓話を楽しみに
2　岩尾会員の卓話を楽しみに　家族旅行うらやましかったです。。。
3　ちょっとうれしいことがありました
4　卓話の機会を頂いて
5　岩尾会員の卓話楽しみにしています
6　岩尾会員の卓話楽しみにしています　梅田会員の受賞を祝して
7　勝手ながら早退します

次々年度会長候補者選考について

1
2
3
4
5

野呂　和夫　会員
窪田　健一　会員
小淵　洋治　会員
孝久　治宏　会員

5
5
6
7

鯖江ロータリークラブ定款細則第３条に
　基づく次々年度会長候補者選考について
　11月第2例会（本日11月9日）において、次
々年度会長立候補者がいないため、指名委
員会を発足することに決定しました。

　本日の例会終了後に指名委員会を開催します。
指名委員会の委員は私（酒井芳則、本年度会長）、清水会員（次年度
会長）、小部会員、笹尾会員、岩尾会員（以上は会長経験者）としま
す。


