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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　挨　拶
酒井　芳則　会長
　本年は暖冬みたいで
すが、自然災害に対す
る防災と減災教育につ
いて話をします。
　昨年「平成30年の北

陸豪雪・西日本を中心とする7月豪雨では死
者が220人以上に上り、また例年以上に多い
台風は、25年ぶりに非常に強い勢力のまま台

佐野　直美
　ソング副委員長

「我らの生業」

ロータリーソング
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テーマ
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（堀江会員からのご紹介）

栗  田　幸  雄　様

「ガバナーを経験して」テーマ「職　業　奉　仕」
日銀福井事務所長

小  泉　達  哉　様

「福井の金融経済情勢と今後の課題」

幹　事　報　告

風21号が上陸するなど、自然災害が各地に大
きな被害をもたらしています、そして災害が発
生するたびに議論となるのが、「防災」対策が
きちんと取られていたかということです。防災
について、日本の今の防災教育では、人は想
定外の災害に対応できないのです。危機感を
持ち、被災後よりも災害発生前における「人が
亡くならないための教育」が重要だと考えて
います。　万が一災害が発生したとしても、自
治体が警報などを発令し、消防などが必ず救
助してくれると国民は思っています。このよう
な他人任せの至れり尽くせりの防災が日本に
は浸透していることから、自分で考えて行動し
なくても大丈夫だという意識が根付いたのだ
と思います。例えば小学校の避難訓練の際、
地震発生直後にまずどのような行動を取るべ
きだと教わるでしょうか？ ほとんどの方が「机
の下に潜って揺れが収まるまで待つ」と、習っ
たかと思います建物が崩れ落ちるほどの揺れ
だったら…自分がいる建物が無事でも隣のビ
ルが崩れ落ちてきたら…。たぶん机の下では
意味がありません。この場合に重要なのは、い
ち早く建物から逃げることのはずです。災害時
にはいろんな危険があるのにもかかわらず、
それから身を守る方法をひとつしか教えてこ
なかったことが問題なのです。例えば、1995
年に発生した阪神淡路大震災では、机やテー
ブルの下から多くの遺体が発見されました。そ
の事実があるのに、地震が起きたらすぐに机

の下に隠れるという教育は正解でしょうか？日
本の悪いところでも良いところでもあるのが、
何も考えなくても反射的に行えるレベルまで
防災の技を磨いてしまったこと、想定外を想
像できなくしてしまった教育が、最悪の事態を
招くことにもなるのです。災害への対応は何よ
りも想像することが大切なのです。まずは「常
識を疑う」意識を常に持ってください。そして
災害時においては状況に応じ、「想定外を想
像する」ことが常識となるよう、これから災害
対応の意識を持って頂きたいと思います。自
分の身は自分で守る事を心がけてください。
減災につながります。
　ありがとうございました。

牧野　友美　幹事
　地区大会の出欠は
今日で締切りとさせて
いただきます。まだの
方はご記名をよろしく
お願いします。

　先週、会費の請求書を出させていただきま
した。60周年積立金が1万円プラスされてい
ますので、再度ご案内申し上げます。
　例会終了後、60周年実行委員会を開催し
ますので、関係者はお集まりください。
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にこにこＢＯＸ報告

田中　茂　様（職業奉仕地区委員）
酒井　芳則　会員
牧野　友美　会員
齋藤多久馬　会員
清水　康弘　会員
吉田　俊博　会員
窪田　健一　会員

テーマ

堀江　邦旺　会員組織委員長
　2月15日のクラブフォーラムですが、「会員増
強」を主題にして行います。パネルディスカッシ
ョン方式で、会員増強委員長田村さん、情報委
員長の帰山さんにパネラーになっていただき、
ディスカッションしたいと思います。各々10分

ずつ持ち時間でさせて戴きます。その日は、例会時間変更とさせてい
ただき、12：00点鐘とさせていただきます。その後会務報告、食事、
12：30～13：30ディスカッションを行う予定でおりますので、是非ご
出席お願いします。
　私達は、北クラブと合併して注目されています。今後ますます発展
するために、会員増強を皆さんと考えていきたいと思っております。

佐野  直美 　出席委員長
　本日の出席は27名で、出席免除の方達を含
めますと出席率は69.2％となっております。どう
もありがとうございました。

卓話 田  中　 茂 　様 「職　業　奉　仕」
地区職業奉仕委員（武生RC）※直前会長

編集：会報・ホームページ委員会

　先日、ドイツのミュンヘンへ行く機会があり
まして、街に出てみると打ち刃物が売られてい
ました。よく見ると武生の銘柄が入っており、
保守的で伝統を重んじる武生と思っていまし
たが、ドイツにまで売り込んでいることに感動
し、とてもうれしかったです。本日は、武生の打

ち刃物とかけて「付け焼き刃」で話しさせていただきます。
　私はロータリーに入会して23年目になります。職業奉仕の話に行
くと必ず出てくるのが、1910年ポールハリスの『職業倫理の重要性
を唱える』、1911年シェルドンの『最もよく奉仕するものが最も多く
報いられる』等で説明して終わるパターンが多いです。何でいつも
100年前の話で終わるのか、今の職業奉仕の話は無いのかとずっと
思ってきました。今日は『なぜ』という所からお話します。
　まず、2650地区のおかれている立場から説明します。RIと言うの
は、各国からの意見を集約して、3年に1回規定審議会にかけて皆の
総意を取り付けて決めたものを、各地区のロータリークラブに下ろ
していきます。鯖江・武生・福井等のロータリークラブは、独立した団
体であります。地区の立場は私達のクラブの上にあるではなく、メッ
センジャーの立場で、RIと私達の意見を間違えずに伝える役目です。
　1915年にサンフランシスコ大会にて『ロータリーの道徳律11カ
条』が制定されました。これはあまりにも厳しすぎるとして廃止され
ましたが、この中に自分の売った商品に責任を持つという面が、今
日のPL法、CSRに繋がっていると考えています。
　『これだけは知っておきたい「ロータリーの基礎」』に、シェルドンの
奉仕理念が掲載されていまして、『継続的な事業の発展を得るため
には、自分の儲けを優先させるのではなく、自分の職業を通じて社
会に貢献するという意図をもって事業を営む
～更に良好な労働環境を提供するのは資本
家の責務と考え、資本家が利益を独占するの
ではなくて、従業員や取引に関係する人達と
適正に再配分する事が、継続的に利益を得る
方法である。』という事を述べておられます。

委　員　会　報　告

佐野　直美　会員
孝久　治宏　会員
田村　康夫　会員

瀧谷えみ子　会報副委員長
　会報委員会よりお詫びと訂正を申し上げます。
前回の会報第2878回ですが、ニコニコボック
スの報告のご寄付者欄に会報第2877回のニ
コニコボックスご寄付者名を掲載してしまいま
した。大変申し訳ありませんお詫び申し上げま

す。近日中に修正したものを再配信いたしますので、お手数をおかけ
しますがお差替え戴きますようよろしくお願いいたします。

1 卓話をさせていただきありがとうございます
2 職業奉仕地区委員　田中茂さまの卓話を楽しみに
3 笹尾会員の父上の通夜参拝ありがとうございました
4 米山奨学表彰を頂き　　　　
5 ご無沙汰です。インフルエンザ気を付けて
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　2016年RIが定義する職業奉仕とは、『奉仕の第二部門である職
業奉仕は、事業及び専門職務の道徳的水準を高め、品位ある業務
はすべて尊重されるべきであるという認識を深め、あらゆる職業に
携わる中で奉仕の理念を実践していくという目的を持つものである。
会員の役割には、ロータリーの理念に従って自分自身を律し、事業
を行う事、そして自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに役立
てるために、クラブが開発したプロジェクトに答えることが含まれる。』
ですが、太字部分は、RI規定審議会に削除する案を日本から出てい
ます。日本には、倫理を深く追求する考え方が根強いようです。
　日本とその他の国の職業奉仕の考え方ですが、『ロータリーの友
1月号、RI会長メッセージ』に、職業奉仕を定義するのは難しいかも
しれないと前置きされた上で、『つまり、仕事を通じてロータリーの
理念を実践するのが職業奉仕なのです』と説明されています。そし
て、自分がアメリカで培った医療機関の管理運営の経験を生かし、
バハマに戻り母国の医療体制の遅れを改善するために自分のキャ
リアを挙げ、近代的な医療施設をつくる事が出来た。これこそが、自
分の職業奉仕であると述べられています。
〇職業上の高い倫理基準
〇役立つ仕事は全て価値あるものと認識
〇社会に奉仕する機関として、ロータリアン各
自の職業を高潔なものとする
職業奉仕理念の文書を深く掘り下げ続けるよりも、職業奉仕理念を
理解した上で、実践してほしいと示されています。また、多胡さんの
投稿では、本田パストガバナーの『伝統的職業奉仕論が、日本のロ
ータリーのガラパゴス化を招いている』という発言は納得できない
と述べられています。（詳しくは、3月24日(日)13：00開演、京都テル
サホール、登録料2,000円にて、本田博己氏の『職業奉仕講演会』を
お聞きください。）1923年『決議23-34』（折衷案）が採択され、論争
に終止符が打たれました。
　日本は→職業倫理高揚運動+自己改革・世界は→職業上のスキ
ルを生かした対社会的奉仕活動へという事だと考えます。鯖江ロー
タリークラブが社会に役立つ活動をされることを祈念いたします。


