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心で繋がろう心で繋がろう

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
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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)
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例会報告

第2928回
   2/14(金) 2月第3例会

点鐘：12:30

卓話

点鐘：12:30

テーマ

会　長　の　時　間

出席率55％
鯖江商工会議所４階大ホール

点鐘：12:30

テーマ

黒 田  敏 夫   会員
県　自然環境課

北  川   学  芸  員
「奇跡の湖  水月湖の「年稿」」「職業奉仕について」

クラブフォーラム

ビ　ジ　タ　ー　紹　介

会員
卓話

開 会 点 鐘
四 つ の テ ス ト
国 歌 斉 唱
ロ - タ リ - ソ ン グ
会 長 の 時 間
幹 事 報 告 等
プ ロ グ ラ ム
閉 会 点 鐘

「それでこそ
　　ロータリー」
幸道　森市
　ソング副委員長

ロータリーソング

清水　康弘　会長
　「道路」という言葉に疑
問を持ちました。「道」・
「路」どちらも１文字で同
じ意味を持つのに何故わ

ざわざ重ねるのか。なんとなく「道」・「路」ではニュ
アンスが違うような感じがしていろいろな道があ
るからこういう言葉ができたのかなと思っていまし

た。同じような言葉に河川、衣服、絵画、革新、獲得
、解放、歓喜、掲示、渓谷等々調べるといっぱいあり
ました。
　それで岩波書店の広辞苑で「みち」を調べてみ
ました。
　すると「道」「路」「途」の３文字が列挙されてい
てどれも道を意味する「ち」に接頭語の「み」がつ
いてできた語と書いてありました。
　そこで私が持っている角川書店の漢和中辞典
で調べてみました。まず「道」を調べました。意味は
往来するところ、道路。他の意味として人の守るべ
き筋道。方法。行政上の区画。老子の教え等があり
ました。参考として同訓として路・途・行・径・術
　次いで「路」を調べました。意味はだいたい「道」
と同じで参考として「道」を見よとありました。
　「途」を調べました。意味はみち・みちすじだけで
やはり参考で「道」を見よとなっていました。極論を
言うと「路」も「途」もいらない文字なのかなという
事になるのかと思いました。
　だったら何故「道路」という言葉があるのか、もし
かしたらと思い中国語を調べたら「道路」も「河川」
もありました。日本語の様に「道」「路」それぞれで
道路の意味があるのかどうかは判りません。中国
から頂いた漢字に疑問を抱いてはいけないとやっ
と気づきました。

　いろいろ調べているうちに漢字の組み合わせで
面白いものを見つけました。同じ２字熟語の漢字
で上下を逆にすると意味が変わる熟語です。分配
(ぶんぱい)と配分(はいぶん)、線路(せんろ)と路線
(ろせん)、 名曲(めいきょく)と曲名(きょくめい)、体
重(たいじゅう)と重体(じゅうたい)、回転(かいてん)
と転回(てんかい)、行進(こうしん)と進行(しんこう)、
温室(おんしつ)と室温(しつおん)、動作(どうさ)と作
動(さどう)、食肉(しょくにく)と肉食(にくしょく)、
終始(しゅうし)と始終(しじゅう)、身長(しんちょう)と
長身(ちょうしん)。
　漢字は奥が深いです。

　職業奉仕セミナー
　今月24日（月・振休）京都テレサホールに於
いて13：00より開演されます。講師の方3名の
内お一人が福井の小林和美ガバナー補佐でし
たが、怪我をされたという事で講師はお二人に
なるそうです。興味のある方のご出席をお願い
します。

武生ロータリクラブ
前々会長
田中　茂　様

注：例会場は3月13日まで４階大ホール
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テーマ会員
卓話

誕生祝

幹　事　報　告

勤続表彰

にこにこＢＯＸ報告
橋本　政宣　会員
西尾　俊一　会員
小淵　洋治　会員
園　　幸雄　会員
牧野　友美　会員

田村　康夫　会員
窪田　健一　会員
野中　敏昭　会員
野呂　和夫　会員
梅田　吉臣　会員

黒田敏夫会員 「職業奉仕について」

牧野　友美　会員
深見　泰和　会員
瀧谷 えみ子　会員
森屋　亮　　会員 黒田　敏夫　会員

増永　英彦　会員
野中　敏昭　会員
西尾　俊一　会員
橋本　政宣　会員
田村　康夫　会員
窪田　健一　会員
梅田　吉臣　会員
岩尾　顕治　会員

卓話をさせていただきます。

 黒田会員　職業奉仕勉強させていただきます

雪が降りました

誕生祝いをいただいて

　〃

寒中お見舞い申し上げます。　勤続頂きました

勤続表彰ありがとうございました。　寒さに負けずがんばりましょう

初雪　うっとうしいやら嬉しいやら　勤続表彰いただいて

雪が降りました

　決議23－34第1条で「ロータリーとは何か」という
ことでロータリーの奉仕の理念が明確に定義づけら
れています。第2、3条でそれぞれ「RC]「RI]の役割を
述べ、第4条では「ロータリーは実践哲学」であるこ
とを謳い、第5条で「クラブ自治権」を確認し、第6条

では、「RCの社会奉仕活動（広い意味での）の指針」を示しています。
　特に第1条は、ロータリーの「綱領」に謳われている「奉仕の理想」すなわち
奉仕の哲学を明確に定義した条文として極めて重要な価値があると考えら
れています。ロータリーは、基本的には一つの哲学であり、それは利己的な
欲求と義務およびこれに伴う他人のために奉仕をしたいという感情とのあい
だに常に存在する矛盾を和らげようとするものである。この哲学はService 
above self というものである。
　第2条はRCの役割について、①奉仕の理論を団体で学ぶこと②奉仕の実
践例を団体で示す事③奉仕活動の実践を個人で行うこと④ろーたりーの奉
仕理念と実践を一般の人に受け入れてもらうことが述べられています。この
条文からも明らかなように、奉仕活動の実践は個人奉仕を原則としながら
も、クラブによるサンプル（奉仕の訓練を施すために考えられたいわば研究
室の実験）的な団体奉仕活動も認められています。
　第3条はRIの役割について述べられています。RIの役割は奉仕理念の育
成と普及、クラブの拡大、援助、管理と情報伝達およびクラブ運営と社会奉仕
活動の標準化です。
　第4条ではロータリー運動は単なる理念の提唱ではなく、実践哲学であ
り、奉仕するものは行動しなければならないと述べられています。理論派と
称する人の中には、理論だけは人一倍述べても、実践活動には一回も参加し
たことが無い人を見受けられます。WCSや社会奉仕のプロジェクトに参加し
て、初めて一人前に理屈を述べる権利が与えられることを忘れてはなりませ
ん。そして、クラブが団体奉仕活動を行う際の条件として、毎年一つの新しい
プログラムを実施すること。単年度で終了すること。地域社会のニーズに従う
こと。クラブ全員の協力を得られることが定められています。この条文によっ

酒井　雅憲　幹事
　丸岡ロータリークラブから、佐野会員のパネラーにつ
きましてお礼状が届いていますので、掲示板に添付し
ました。
　家庭会合ですが、各班長は2月中にお願いします。

テーマは「楽しい例会、出席したくなる例会」です。
　小林和美ガバナー補佐は、療養中でございますので、前ガバナー補佐の木村

武生RC　田中　茂　様 職業奉仕講演会のPRです。

て、条件付きとはいえ、クラブの団体奉仕が認められていることを忘れてはな
りません。
　第5条にはクラブ自治権について定められています。クラブが地域社会に
適した奉仕活動を選ぶ絶対的権限を持っていますが、ロータリーの綱領に
違反したり、クラブの存続を危うくするような活動をすることが禁じられてい
ます。なお、RIは、たとえそれが間違った活動であっても、クラブが行っている
活動を禁止したり、特定の活動を命令することはできません。
　第6条でクラブが実施する社会奉仕実践の指針が述べられています。すで
に他の機関が実施している奉仕活動と重複する奉仕活動は禁止されていま
す。大規模活動に対する制約。宣伝目的の活動の禁止。奉仕活動の実践は個
人奉仕が原則であって、クラブが行うことはサンプルに過ぎないことが明記
されています。

職業奉仕アンケート
◎あなたの会員歴

■5～10年未満 ■10～20年未満 ■20年以上

◎職業奉仕は難しいと思いますか。
■思う ■思わない ■分からない

◎アーサー・フレデリック・シェルドンという人物を知っていますか。
■よく知っている

■よく知っている ■聞いたことがある

■名前は聞いたことがある

■知らない

■知らない

◎決議23－34を知っていますか。

◎職業奉仕は“I serve”であると思いますか。
■思う ■思わない ■分からない

◎2016年4月の規定審議会によって、標準ロータリークラブ定款の五大奉仕部門、職業
　奉仕の項に「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応えることが含まれる。」という文言が追加されました。
　この改定を知っていましたか。 ■はい ■いいえ

昌弘様が代行いたします。
　商工会議所の都合で来月13日の例会まで、4階大ホールで行いますので、お
間違いの無いようよろしくお願いいたします。
　本日の例会後、定例理事会を開催しますので出席よろしくお願いいたします。
　明日の「こどもエコクラブ活動交流会」に出席される8名の方は朝9：15に嚮
陽会館へご集合ください。よろしくお願いいたします。


