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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)

鯖江ロータリークラブＲＩ第2650地区
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会　長　酒 井　芳 則

鯖江ロータリークラブ会長方針 

鯖江商工会議所３階中ホール
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なろう

2018-19年度  第2650地区スローガン

ロータリーを学び、実践し、
　　　発信しよう；Enjoy Rotary

和をもって貴しとする

４つのテスト

真実か どうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるか どうか

⓵
⓶
⓷
⓸ 会　長　挨　拶

酒井　芳則　会長
　人生の転機の前兆に
ついて、見逃したくない
サインをお話します。
　今思えばあれが人生
の転機だったな、と振り

返る人がよくいますが、人生の転機に前兆はな
いのでしょうか？実はちゃんとあるのです。最高
の人生の選択ができるよう、人生の転機の前兆
をしっかり把握しておきましょう！
　人生の転機を迎えているなら、『慎重かつ大
胆に』がキーワードです。「今までうまく行ってた
ことがうまくいかなくなる」「いつも通りにしてい
るはずなのに、なぜか最近何をやってもうまく
いかない」そんな風に感じたら、もしかするとそ
れは人生の転機の前兆かもしれません。特に仕
事や恋愛でそれを感じているならば、なおさら
です。
　『やる気が起きない』転機の前兆としてやる
気が出ないこともあります。なぜ転機がやってく
る前にやる気が出ないのでしょうか？それは今
の自分の行動に迷いが出てきているからです。
「本当にこのままで良いのだろうか、本当にこれ
が自分にとって最良の生き方なのだろうか？」
転機とは変化です。ですから自分の中でやる気
が出ないくらい迷いが出た時には『変化が必要
なんだよ』というサインなのかもしれません。「ほ
とんどの事に興味がなくなる」「何をやっても面

桑原　重之
　ソング委員長
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鯖江市国際交流協会　会長

川  上　広  志　様

「鯖江市国際交流協会の活動について」
地区職業奉仕委員（武生RC）※直前会長

田　中　 茂　様 卓話卓話
元福井県知事（堀江会員）

栗  田　幸  雄　様

「ガバナーを経験して」テーマ「職　業　奉　仕」

清水　康弘　会員
増永　英彦　会員
笠原　昌示　会員
孝久　治宏　会員

米山奨学会表彰

ロータリー財団表彰
梅田　吉臣　会員
園　　幸雄　会員
笠原　昌示　会員
小部　隆充　会員
大島　恒彦　会員

白いと感じない、もっと深く関わりたいと思わな
い」そうやって興味が薄れてしまっているのは、
やり切ってしまったからではないでしょうか。探
究心がなくなると楽しみを感じられなくなりま
すよね。身近な色々なものに興味が持てなくな
ったら、それは人生の転機と捉え、新しい色を
探すために動く時なのかもしれませんよ。
　『過去を振り返ることが増える』あの頃は良か
ったなぁ。とか恋人は昔は優しかったのになぁ、
とか過去を振り返り出したら、それは今の自分
に不満があるから。今の自分が充実していた
ら、今度はあれもしたい、これもしたいともっと
未来に向けて意欲的になるはずです。新しい人
生に向けて行動を起こす時が来たのかも！　
　『眠くなる』健康に問題がなく、特別なにも思
い当たる節もないのに眠気を感じるなら、それ
は脳が休憩モードになり、心も体もリフレツシュ
を必要としています。潜在意識に任せましょう
　『固定の人としか遊ばなくなる』最近あの子と
しか遊んでないな、と感じたらそれは自分の心
が弱っているのだと思って良いでしょう。
　『言葉や景色に敏感になる』何か自分に変化
を起こしたいと思っている時には心が敏感にな
っています。ですから、誰かが言ったふとした一
言がやたらと気になったり、普段は何とも思わ
ずに素通りするような風景に心を奪われたりす
るものです。
　『特別感のある人に出会う』人生は人と人と
の関わり合いの日々です。ですから出会う人は
重要。自分を省みるような、そしてハッとさせら

れるような、そんな出会いがあると人生が大きく変わることが多いの
です。これらは、人生の転機の前兆なのかもしれません。
　日々心豊かに感じる人生を楽しみ、例会への参加をお願いします。
　ありがとうございました。
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にこにこＢＯＸ報告

日本事務局からのお知らせ
2019年1月のレートは、1ドル＝112円です
（1月レート適用は、1月１日（火）以降に弊局口座へ着金対象）

酒井　芳則　会員
牧野　友美　会員
窪田　健一　会員

酒井　芳則　会長
　人生の転機の前兆に
ついて、見逃したくない
サインをお話します。
　今思えばあれが人生
の転機だったな、と振り

返る人がよくいますが、人生の転機に前兆はな
いのでしょうか？実はちゃんとあるのです。最高
の人生の選択ができるよう、人生の転機の前兆
をしっかり把握しておきましょう！
　人生の転機を迎えているなら、『慎重かつ大
胆に』がキーワードです。「今までうまく行ってた
ことがうまくいかなくなる」「いつも通りにしてい
るはずなのに、なぜか最近何をやってもうまく
いかない」そんな風に感じたら、もしかするとそ
れは人生の転機の前兆かもしれません。特に仕
事や恋愛でそれを感じているならば、なおさら
です。
　『やる気が起きない』転機の前兆としてやる
気が出ないこともあります。なぜ転機がやってく
る前にやる気が出ないのでしょうか？それは今
の自分の行動に迷いが出てきているからです。
「本当にこのままで良いのだろうか、本当にこれ
が自分にとって最良の生き方なのだろうか？」
転機とは変化です。ですから自分の中でやる気
が出ないくらい迷いが出た時には『変化が必要
なんだよ』というサインなのかもしれません。「ほ
とんどの事に興味がなくなる」「何をやっても面

テーマ卓話

牧野　友美　幹事
　本日は、瀧ヶ花青少年奉仕委員長が申して
いました『子どもエコクラブ活動交流会』での、
お手伝い募集の締切り日です。どうか多くの会
員の皆様のご出席をお願いします。
　本日お配りいたしました、下半期の会費請求

書に合計13万円の請求明細書が書かれていると思います。これは、
前回の理事会で決まりました、来年開催の創立60周年の為に掛かる
資金『創立60周年積立金』が1万円プラスされたものです。ご了承い
ただき、お早めにお支払いいただきますようお願いします。

幹　事　報　告

川  上　広  志　様 「鯖江市国際交流協会の活動について」
鯖江市国際交流協会　会長

編集：会報・ホームページ委員会

卓話者紹介　吉田俊博　プログラム委員長
　本日の卓話者は、川上広志様です。簡単に
プロフィールをご紹介します。南井町のご出
身で、公益センター(株)の社長さん・鯖江商工
会議所の常議員・ライオンズクラブのメンバ

ー・丹南倫理法人会等、いろんな場面でご活躍されています。今日
は、鯖江市国際交流協会会長としての卓話です。よろしくお願いい
たします。

鯖江市国際交流協会　会長　川上広志　様
　鯖江市国際交流協会は、自治省の「国際交
流のまち推進プロジェクト」の指定を受け、平
成５年２月２７日に設立総会と記念パーティ
ーが開催されて誕生しました。当時は、嚮陽会

館の一角に「鯖江市国際交流コーナー」を設置して運営を開始しま
した。また、SIAの愛称で、当時としては画期的な組織運営、民間活
力を活かした、民間ボランティアによる自主企画、自主運営、さらに
その管理も自分たちで行う団体として、市民の皆様と行政の理解を
頂きながら、力強く活動を展開してまいりました。
　お陰様で平成３０年2月25日に、サバエシティーホテルにて創立
２５周年記念式典・祝賀会を開催する事が出来ました。式典では、
市長と議長よりご祝辞をいただき、記念事業紹介を行いました。祝
賀会は、内田幸子フラメンコ舞踏団によるフラメンコで幕を開けま
した。その後はSIA２５年の歴史を振り返る「SIAのあゆみ」を上映
し、ご出席の方にご記入いただいたSIAへのメッセージを紹介しま
した。会食中は、福井ブラスアカデミー・アンサンブルによる木管五
重奏の演奏をバックに歓談しました。
　鯖江市国際交流協会の特徴
①事務員は、市役所の出向者ではなく、協会が雇用した専属の事務
員である。
②理事者も民間ボランティアで構成されていて、市役所の国際交流
担当者はいない。自主自立した団体である。

委　員　会　報　告
瀧ヶ花　秀晃　青少年奉仕委員長
　毎年鯖江ロータリークラブが参加させてい
ただいております、『子どもエコクラブ活動交
流会』における『いなわら体験タペストリーづ
くり』へのお手伝いを、今年も参加させていた
だきたいと思いますので、出欠のお返事をま

だの方はお知らせください。出席いただける方は、2月2日の9：30
までに鯖江市嚮陽会館ギャラリーへお越しく
ださい。
佐野　直美　出席委員長
　本日の出席は25名で、出席免除の方をふ
くめますと、62.5％となっております。どうもあ
りがとうございました。

白いと感じない、もっと深く関わりたいと思わな
い」そうやって興味が薄れてしまっているのは、
やり切ってしまったからではないでしょうか。探
究心がなくなると楽しみを感じられなくなりま
すよね。身近な色々なものに興味が持てなくな
ったら、それは人生の転機と捉え、新しい色を
探すために動く時なのかもしれませんよ。
　『過去を振り返ることが増える』あの頃は良か
ったなぁ。とか恋人は昔は優しかったのになぁ、
とか過去を振り返り出したら、それは今の自分
に不満があるから。今の自分が充実していた
ら、今度はあれもしたい、これもしたいともっと
未来に向けて意欲的になるはずです。新しい人
生に向けて行動を起こす時が来たのかも！　
　『眠くなる』健康に問題がなく、特別なにも思
い当たる節もないのに眠気を感じるなら、それ
は脳が休憩モードになり、心も体もリフレツシュ
を必要としています。潜在意識に任せましょう
　『固定の人としか遊ばなくなる』最近あの子と
しか遊んでないな、と感じたらそれは自分の心
が弱っているのだと思って良いでしょう。
　『言葉や景色に敏感になる』何か自分に変化
を起こしたいと思っている時には心が敏感にな
っています。ですから、誰かが言ったふとした一
言がやたらと気になったり、普段は何とも思わ
ずに素通りするような風景に心を奪われたりす
るものです。
　『特別感のある人に出会う』人生は人と人と
の関わり合いの日々です。ですから出会う人は
重要。自分を省みるような、そしてハッとさせら

大橋　良史　会員
吉田　俊博　会員

齋藤多久馬　会員
瀧谷えみ子　会員

＊川上様の卓話を楽しみに

れるような、そんな出会いがあると人生が大きく変わることが多いの
です。これらは、人生の転機の前兆なのかもしれません。
　日々心豊かに感じる人生を楽しみ、例会への参加をお願いします。
　ありがとうございました。

　これまでの活動をご紹介いたしますと、
①国際交流員の受け入れ事業（平成３年～平成１７年）
②JICA青年招へい事業（平成１３年～平成２０年）
③日本語教室（在住外国人に日本語を教える）
④外国人のための無料相談会
⑤外国人のための防災対策事業
⑥日本文化体験旅行
⑦外国の料理教室
など、多種多彩な事業を行ってきました。
　近年の国際交流は、お互いを認め合う多文化共生社会を作るこ
とにあります。現在鯖江市に居られる在住外国人は８００名を数
え、国籍の数も年々増えているのが現状です。私達SIAは、それらの
在住外国人の方々とのコミュニケーションを深め、『鯖江に来てよか
った、住んでよかった』と思っていただけるような応援をしたいと考
えます。
　日本は今、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック大会に向
けてインフラ面・ソフト面の両面の整備が進んでいます。今後一層
多くの外国人が来日されることとなり、その交流内容も多様化、複雑
化するものと考えます。
　当協会も、時代の流れに合わせて進化できる団体として、成長し
たいと思います。今後とも多文化共生社会の構築を目指して努力し
てまいりますので、皆様のより一層のお力添えとご協力をお願い申
し上げます。

　鯖江市国際交流協会に興味のある方は是非、イベントに参加して
ください。会員になっていただくと、直接イベント情報をお伝えしま
す。

ひろゆき

S I A会員募集中！！

個人年会費　　　２，０００円
賛助年会費　　１０，０００円


