
次回の例会

シェカール・メータ 馬場 益弘

《 2021-2022年度   R.I. テーマ 》 クラブテーマ：ロータリーの原点を思い出そう。
 そして人生を語り合い、愛を語り合い、経済を語り合おう。

地区スローガン：活力と輝き
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寄付金の状況

幹事報告

 7月 29日分 累　計 目   標 

ニコニコ箱 62,000円 393,000円 3,000,000円
米山奨学金 6,000円 121,000円 2,492,000円
ロータリー財団 17,000円 155,000円 3,233,600円

ありがとうございました。
　今日は馬場ガバナー御一行様をお迎えしての公式訪問例会でございます。
　皆様、ようこそ福井へお越しくださいました。今日はあじさい RC、福井 RCとの共催でございます。ガバ
ナー様には、格式と伝統のある我々の活気を感じていただきたいと思います。
　我々メンバーのひとりひとりが人生の道場としてこの例会を楽しみ奉仕と学びの場としている姿をお見せ

しましょう。
　今日は名言集３０番、マザーテレサの言葉を学びましょう。
　我々は大きいことは出来ない。しかし、小さなことは出来る。大きな愛をもって。
　短い言葉ですが含蓄のある言葉です。目の前にある小さなことをひとつひとつこなして生きて行く。
そこで大切なのはそれを実施することによって齎される状況をよく理解することでしょう。そこには愛が必要なのです。
　ゴミを拾う。この小さな行為の中に地域を愛し美しい環境にしようとする心があるとそれは大きな流れを作り大きな事業と
なり得るものなのです。奉仕。小さな奉仕が大きな幸せとなるのではないでしょうか。
　挨拶をする。その小さな行為の中に人に対する愛があると美しい社会が実現する。そうマザーテレサは言っておられます。
　ここにおられる皆様も、ロータリークラブの会員であることに誇りをもって多くを学んでいただきたい。沢山の友人を作り
ご自分の人生を意義あるものにしてまいりましょう。
　「活力と輝き」第 2650 地区のテーマです。我々ひとりひとりが生き生きとしていれば自然とロータリークラブは輝いてくる
ことでしょう。
　馬場ガバナーのご指導の下、我々福井のロータリアンも光り輝くための努力をお約束して会長挨拶といたします。

■ 開会点鐘 ： 12時30分
■ 閉会点鐘 ： 13時30分

■ 会場：ザ・グランユアーズフクイ
■ 2020-21 年度　決算報告 /
 クラブフォーラム ( 渡邉義信地区会員増強・拡大委員長 )

■ 8月 12日(木) 
  休　会(お盆休み) 
■  8月19日(木)  
  2020-21年度　決算報告/
  クラブフォーラム
  (渡邉  義信  地区会員増強・
    拡大委員長)
■  8月26日(木) 
  納涼例会(夜間)
■ 9月   2日(木)  
  栄誉行事/
  R原点を学ぶ
    (清水慶造パスト会長)
■ 9月   9日(木) 
   ゲスト卓話

12 時 30 分 開会点鐘
 会長挨拶
 米山奨学金授与 (ヴー ティー ハーさん )
 栄誉行事
 皆出席御祝 /  木村憲一 (26 年 )、城戸利枝 (6 年 )、松田将裕 (4 年 )、
  田畑賢一 (2 年 )、竹生知子 (2 年 )
 在籍御祝 /  角谷恒彦 (5 年 )
 誕生日御祝 /  清水慶造、齊藤英夫、岡田　章、竹村浩和、渡辺崇嗣、白江文夫、
  堀内康代、平野洋一、畑下徳洋、後藤正邦、竹生知子、市橋信孝、
  金井伸一郎
 配偶者誕生日御祝 / 鍋屋昌明、嶋田浩幸、稲田朋美、長谷川智洋、小谷哲治、
  酒井哲夫、畑下徳洋、中山浩行、伊井彌州雄、竹生知子、
  須賀原和広、山岸恒一、上田祐広、村田長隆、加藤幹夫、
  登谷大修、橋本典明
 結婚記念日御祝 /  藤井健夫
 委員会報告・幹事報告・その他
 ゲスト卓話
 ( 福井県済生会病院 小児科主任部長、コロナ感染対策委員会  委員長　岩井 和之氏 )
 演題「新型コロナウィルス感染症から学ぶ」
13 時 30 分 閉会点鐘

今後の予定
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馬場ガバナー様、貴志ガバナー補佐様、谷内幹事長様、ようこそ
福井へ。いらっしゃいませ。 ( 山内鴻之祐 )
山内会長のお話の通り、小さな寄付からコツコツと。
 ( 出雲路康照 )
ロータリー財団委員として、一年間よろしくお願いします。
 ( 加藤有司 )
本日は馬場ガバナーのために寄付します。 ( 野村直之 )
皆さん、本日は公式訪問の日です。ガバナー、幹事長様を歓迎し
ましょう。 ( 宮﨑茂和 )
伊藤仁一郎・田中秀也
 各　君

馬場ガバナー様、貴志ガバナー補佐、谷内幹事長様、ようこそ。
 ( 山内鴻之祐 )
市橋加奈子・辻恵利子
 各　君

国際ロータリー第 2650 地区　馬場益弘ガバナー様、
 貴志英生ガバナー補佐様、谷内弘照幹事長様
馬場ガバナー様、谷内幹事長様、貴志ガバナー補佐様、本日
はお忙しい中、ご出席賜りありがとうございます。
 ( 福井あじさい RC/ 古市恭也会長 )
本日はお忙しい中、馬場ガバナー様、谷内幹事長様、貴志ガ
バナー補佐様、ご出席いただきありがとうございます。
 ( 福井あじさい RC/ 細川直人幹事 )
福井RCの皆様、お久しぶりです。本日は宜しくお願い致します。
 ( 福井あじさい RC/ 福澤幹也様 )
馬場ガバナー様、貴志ガバナー補佐様、谷内幹事長様、よう
こそ。 ( 山内鴻之祐 )
ガバナー御一行をお迎えして。 ( 浅井正勝 )
馬場ガバナーをお迎えして。 ( 大森正男 )
本日は大変お忙しい中、ご来福ありがとうございます。
 ( 小野田亮 )
馬場ガバナー、本日はありがとうございました。 ( 清川卓二 )
馬場益弘ガバナー、お久しぶりです。福井へようこそ。
 ( 清水慶造 )
馬場ガバナー御一行をお迎えして。 ( 清水則明 )
馬場益弘ガバナー御一行をお迎えして。 ( 橋本泰久 )
馬場ガバナー、ようこそ福井へ。 ( 平野洋一 )
馬場益弘様、谷内弘照幹事長様、大雨の中ご苦労様です。
ネクタイを締めてきました。 ( 宮﨑茂和 )
馬場ガバナー、あじさいクラブの皆様ようこそ。70 周年祝菓の
ご用命ありがとうございます。 ( 村中洋祐 )
馬場ガバナー、御一行様、あじさいロータリークラブの皆様、
いつもありがとうございます。 ( 渡邉義信 )
オリンピックTOKYO 2020 メダリストの皆様おめでとうござい
ます。 ( 金井伸一郎 )
あじさいロータリークラブさんにはいつもご利用いただきあり
がとうございます。 ( 清水嗣能 )
鍋屋昌明・三浦博樹・森川圭造
 各　君

ロータリー財団増進特別寄付金

米山奨学特別寄付金

ニコニコ箱

①   例会終了後、当会場にて記念撮影を行
います。会場後方に撮影台を準備しており
ますので、例会が終わりましたら、皆さま、
会場後方にお集まりください。
②  寄付金のご紹介ですが、本日はお名前の

みのご紹介とさせていただきます。
③  70 周年記念誌が完成しましたので、
本日、お手元にお配りしております。合わ
せて、祝菓も用意さ
せていただきました
のでお召し上がりく
ださい。祝菓は村中
甘泉堂さんにご用意
いただきました。

幹  事　浅井　正勝

会長・幹事懇談会
日　時：2021 年 7月 29 日　10 時 45 分 ~11 時 45 分
会　場：ザ・グランユアーズフクイ　3F　聚楽の間

　馬場  益弘ガバナー御一行様 3 名と福井クラブ会長、幹事、
副幹事の 6名にて懇談会を行い、クラブ運営の方向性につい
てアドバイスをいただきました。

日々の生活、働き方、教育、文化、スポーツ、地域社会に至
るまで、あらゆる分野に及んでおり、私たちの日常を変えま
した。とりわけ、テレワークやオンライン例会等をはじめ、
ICT やデジタル技術の活用が格段に進み、私たちは新しい生
活様式に適応することが求められております。
　その一方でリモートやバーチャルではなく直接触れる「リ
アル」には格別の感動や魅力があることや、当たり前であっ
た人と人の絆や地域社会とのつながりが極めて貴重であるこ
とが改めて強く認識されました。私たちロータリアンは、こ
うしたコロナ禍での変化や気づきを踏まえて、地域社会の一
人ひとりの活躍につながる社会を再構築していくことが必要
です。そして、コロナ終息後は、単に新型コロナウイルス感
染症が確認された以前のロータリー活動に戻るのではなく、
コロナ禍を機に更なる成長を遂げ、飛躍したロータリー活動
を目指さなくてはなりません。最後になりましたが、今こそ、
日本のロータリークラブが培ってきた「奉仕と親睦」「例会
出席」を大切にして、明るく、楽しく、前向きに、「活力と輝き」
のあるロータリークラブを目指しましょう。
　本日はご清聴、誠にありがとうございました。

⇒前ページより



● 現在会員 137名
● 出席者 95名
● 欠席者 34名
● 出席免除者欠席 8名
● 今回例会出席率 73.6％

● メークアップ 7名
● 欠席者 19名
● 修正出席率 85.4％

  7 月 1 日

 2021 年  7 月  29 日　　第 3458 回 　　

ガバナー公式訪問【福井あじさい RC と合同例会】

ガバナーアドレス

　福井 RC会員の皆様・福井あじさい RC
会員の皆様こんにちは。
　ただいまご紹介いただきました国際ロー
タリー第 2650 地区　2021-22 年度　ガバ

ナーを拝命いたしました馬場益弘です。所属は京都西ロー
タリークラブです。本日は歴史と伝統に輝く山内会長率い
る福井 RCと古市会長率いる福井あじさい RCでガバナーア
ドレスをさせていただくことを心から光栄に思っておりま
す。また福井 RCは宮﨑パストガバナーを排出されておられ
ます。宮﨑パストガバナーには地区諮問委員としてご指導
賜り、いつも心強く思っております。本当にありがとうご
ざいます。地区運営におきましても両クラブから多くの地
区委員の皆様に、ご支援とご協力をいただいておりますこ
と、心からお礼と感謝を申し上げます。本日は貴志ガバナー
補佐、谷内幹事長と一緒に訪問させていただきました。一
年間、誠心・誠意・懸命に努めてまいりますので、ご指導
ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
　本年度の私のスローガンは「活力と輝き、ロータリーの
基本を大切に」とさせていただきました。そして、シェカー
ル・メータ RI 会長のテーマは「奉仕しよう　みんなの人生
を豊かにするために」です。今日は、私にとって最も大切
な公式訪問にてガバナーアドレスを皆様の前でさせていた
だき、皆様といろいろなお話ができますことにあらためて
心から敬意と感謝を申し上げます。
　私は京都西 RCに 1992 年 6月にお得意先のご紹介で入会
させていただき、ガバナー年度内に在籍 30 年を迎えます。
私の所属しております京都西 RCは 1958 年 2月 3日、京都
ＲＣをスポンサーとして 2650 地区 17 番目のロータリーク
ラブとして創立、今年度で 64 年を迎えます。現在 97 名の
会員が在籍しております。京都西 RCからのガバナーは私で
3人目になり、故足立義雄パストガバナーと津田佐兵衛パ
ストガバナーがおられます。津田パストガバナーは今年の
お誕生日で 98 歳を迎えられます。現在もお元気で例会に出
席され、私どもがご指導を仰いでおりますこと、本当にあ
りがたく感謝しております。
　私は常々、ロータリー活動をする上で大切にしている事
があります。それは「三つの健康」です。一つは「体の健康」
です。少し、私の実体験を申し上げます。2012-13 年度京
都西 RCの第 55 代会長の指名を受けました時に、就任まで
に念のため人間ドックを受診しましたところ、結果は未破
裂脳動脈瘤が発見されました。脳の前交通動脈に 8ミリの
動脈瘤が発見され、発生場所と大きさと形状がいびつであ
ることから医師による判断で開頭してクリッピング術によ

る手術が必要と宣告を受けました。ショックと途方に暮れ
て２か所の病院にセカンドオピニオンで判断を仰ぎました
が、いずれも同じ返答でした。さんざん悩んだ上、会長就
任まで 5ヶ月を残す 2012 年 1月に意を決して、手術を受
けました。おかげさまで手術は成功に終わりまして、回復
とともに病院のベッドで仕事、家庭、セーリング連盟、ロー
タリー活動のことを考える余裕が出てきたとき、入会以来
の目標としてきた例会 100％出席のことが気になりました。
もちろん、入院前のメーキャップは済ましておりましたが、
退院後に頭にネットを被っての自クラブ例会出席は会長就
任予定者として会員の皆様に不安を与える事が心配でした。
ずいぶん考えました結果、ヨットの友人が所属する大阪茶
屋町 RCへネットを被って 2回メーキャップに伺いました。
友人は転んでけがをしたと冗談ぽく紹介をしてくれまして、
ロータリーの友情はありがたいものと思いました。やがて
頭のネットも外すことができ、念願の京都西 RCの例会に出
席した時の喜びは計り知れないものがありました。健康で
あることの喜び、例会に出席出来た喜び、クラブ会員と話
ができた喜びとともに「体の健康」の大切さを心から実感
いたしました。
　もう一つの健康は「会社の健康」です。私の職業分類は「学
校給食」です。京都府を中心に、滋賀県、奈良県、大阪府、
兵庫県、東京都にて幼稚園から大学までの学生食堂、給食、
購買部、コンビニエンスストアなどを約 1400 人のスタッフ
にて運営させていただいております。「健康な人に健康な食
事を提供し健康な利益を得、健康な家庭生活を営む」を会
社指針として歩んでおりましたが、昨年 3月からの新型コ
ロナウイルス感染症拡大によって新聞紙上で掲載されてい
るとおり学内登校者は激減いたしました。皆様もご存じの
とおり、緊急事態宣言が発令、そして解除の繰り返しがあり、
わが社の決算での売上は激減いたしました。ガバナーノミ
ニーの後半からコロナとの闘いが始まり、自身の健康と家
族の健康そして会社の健康からなる「三つの健康」を確保
しないとガバナーは出来ないと追い込まれました。ところ
が人間追い込まれたら逆に強いもので早々と会社の骨太の
方針を掲げました。
１．従業員の雇用を守る。２．みんなの会社を守る。３．
顧客からの信用を守る。などを目標に従業員と共に現在も
邁進しております。この度のコロナ禍でロータリー活動を
継続するためには自分の職業がいかに大切であるかという
ことが、骨身にしみました。そして今こそ、自分の職業を
通じての奉仕をすることの重要性を声大きく申し上げたい
と実感しております。
　後一つの健康は「家庭の健康」です。ロータリー活動を

続けるには家族の理解と後押し、そして家族の健康が重要
です。ご家族が大病を患っておられる、或いは奥様から離
縁状をたたきつけられていてはロータリー活動どころの話
ではありません。私は、幸いにも家族は健康で愛犬ととも
に明るく楽しく前向きに家庭生活を送っております。
　長々と申し上げましたが、ロータリー活動を長く続ける
ことは逆に「三つの健康」が保てることです。「例会出席」
100％を目標にすることで病気に勝ち、コロナに勝ち、そし
て明るくて楽しい家庭生活がおくれています。みんなで困
難に負けず「活力と輝き」を甦らせ「例会出席」100％を目
指しましょう。
　日本のロータリーは今年 101 年目を迎えます。今年は
100 年を超え最初の一歩の年度です。100 年間、日本のロー
タリーは職業奉仕と例会出席を重視していましたが、最近
のRIの方向性はクラブの自主性と柔軟性を重んじることと、
会員増強と財団寄付の増額を進める社会奉仕団体の方向に
進んでいるような気がします。私は、地区で随一の RI 役員
であり、RI 会長の方針をクラブ会員の皆様にお伝えする重
要な責務があります。
　今年度の RI 会長は、インド、カルカッタ・マハナガル・ロー
タリークラブのシェカール・メータさんです。
　シェカール・メータ RI 会長は「奉仕しようみんなの人生
を豊かにするために」を、2021-22 年度のテーマに掲げま
した。メータ会長から発信された今期の優先活動項目をお
伝えします。
【活動項目の１】会員増強　120 万人から 130 万人へ
　今期の大きな取り組みの一つは、現状 120 万人の会員数
を2022年7月1日までに130万人にすることを目指します。
そのためには会員一人一人が、まずは一人の会員を入会さ
せることを目標とします。
【活動項目２】女のエンパワメントに焦点を当てる
　ロータリーの中核的価値観、DEI（多様性、公平さ、開放
性）を踏まえ、不利な立場に置かれることが多い女子への
エンパワメントに取り組むことが重要とし、特に「女子」
に焦点を当てることを示されています。
【活動項目３】ロータリー奉仕デーの実施
　公共イメージの向上に伴って会員増強されるという考え
で「ロータリー奉仕デー」の実施を全地区とロータリーク
ラブに求めます。全てのロータリークラブとローターアク
トクラブが、一般市民の参加を促すためのロータリー奉仕
デーを実施いたします。
【活動項目４】ポリオの完全根絶に向けて
　世界の子供たちに約束したポリオの根絶という目標に向
けて、引き続き寄付活動を継続していきます。
【活動項目５】ロータリーの「7つの重点分野」を意識した
奉仕活動
　本年 7月１日より、ロータリーの７番目の重点分野とし
て新たに「環境保全」が追加されます。ロータリー奉仕デー
では環境を意識した奉仕活動を促しております。
以上、シェカール・メータ会長の RI 方針をお伝えさせてい
ただきました。
　私は、本年度の地区スローガンを「活力と輝き－ロータ
リーの基本を大切に－」とさせていただきました。最初に、
地区重点活動方針を述べさせていただきます。
【重点活動方針の 1】ロータリーの基本を大切にしましょう。
ロータリークラブは 100 年以上にわたって「四つのテスト」
「ロータリーの目的」「五大奉仕部門」を基本理念として、
長い年月を歩んできました。世界中のロータリアンがロー
タリーの基本理念を大切にして、「奉仕」「親睦」「多様性」「高
潔性」「リーダーシップ」という中核的価値観を基に行動し
てきました。
　全てのクラブは共通の基本理念と価値観を共有しつつも、
クラブの規模と特徴は様々であり、それぞれの個性を活か
して地域や国際社会に貢献しております。時に、RI の方針
は時代に合わせて変化を続けております。私たちも時代に
適応していかなくてはなりませんが、コロナ禍の中、今こ
そロータリーの基本に立ち帰る時だと考えます。
私は、ロータリーの中核を成すのは「奉仕と親睦」を大切
にするロータリアン一人一人と考えます。私たち 2650 地区

はロータリーの基本を大切にしつつ、時代とともに進化し
た伝統と誇りある自らのクラブをしっかりと確立してまい
ります。
【重点活動方針の2】活力ある輝くクラブ作りを目指しましょ
う。
　クラブがより強固に活力一杯に輝くためには、まずロー
タリアン自らが生業を充実させ、家族と従業員を守ること
です。今こそ、原点に帰って自身の職業を天職と再認識す
るとともに、自身の職業を通じた「職業奉仕」に邁進する
ことです。またロータリーの最大の魅力は異業種交流とし
ての「例会出席」であり、出席から生まれるロータリアン
同士の友情です。今こそ、日本のロータリークラブが培っ
てきた「奉仕と親睦」「例会出席」を大切に活力と輝きのあ
るクラブ作りを目指します。
【重点活動方針の 3】新しい環境に適応しましょう。
　新型コロナウイルスの感染拡大を受け、各クラブが感染
防止を徹底しつつ、日常のクラブ活動を維持するために努
力されていることに敬意と感謝を申し上げております。
　地区行事等の開催方法はコロナ発生以前の状態に戻す予
定ですが、今後の感染拡大、緊急事態宣言の再発令、都市
間の移動制限、会場の使用制限が発生した場合は、新しい
環境に適応した、ハイブリッド開催及びバーチャル開催を
いたします。
　次に、戦略計画としてクラブ活性化のための具体的方策
を述べさせていただきます。
　１番目は活動プログラムの継承です。佐竹ガバナー年度
のスローガン「伝統と革新」を守り、松原ガバナー年度の
スローガン「ロータリーの原点に返る」を受け継ぎ、「活力
と輝き」のあるロータリー活動を目指します。ロータリー
財団・米山奨学金・ロータリー希望の風奨学金への支援継
続及び新型コロナウイルス感染防止支援とポリオ根絶の取
り組みの継続をします。また地区ガバナー賞は過去 2年間
のガバナー年度の項目を継承します。
　２番目は青少年奉仕への重点取り組みです。ローターア
クター、インターアクター、各財団の奨学生を含め未来を
担う全ての若者を守ってまいります。
　３番目は職業奉仕の原点を再認識した奉仕活動への取り
組みです。「職業奉仕」はクラブにとって「金看板」とも言
われている通り、他の奉仕団体や慈善団体と区別するロー
タリーの根幹理念です。自らの職業を充実させ、家族と従
業員を守り、足元を鍛えなおし、職業を通じて奉仕活動に
邁進します。
　４番目は会員増強と退会防止に注力することです。メー
タ会長の重点目標の一つは会員増強です。コロナ禍におけ
る退会防止とクラブ活性化のため会員増強をお願いしてお
ります。ロ－タリアンであることの誇りと喜びを実感する
ため、奉仕活動に積極的に参加すること、そしてロ－タリ
アンとして互いを高めあい、ともに成長できる友人を作る
ための交流や親睦の機会を提供することで退会防止に繋げ
ていきます。ロータリーのDEI( 多様性、公平さ、開放性 )
を女性会員、若者に注目して会員増強に努めてまいります。
　５番目はロータリー奉仕デーへの積極的な取り組みです。
メータ会長の重点目標の一つである「ロータリー奉仕デー」
は、各クラブが、二つ以上の RC、あるいは RAC、IAC と共に、
ロータリーの７番目の重点分野「環境保全」を奉仕活動に
取り入れ、地域社会の参加者が参加できる奉仕の機会を提
供して地域社会との繋がりを強化していきます。
　６番目はロータリー財団・米山奨学会への積極的支援で
す。現在、非常に厳しい社会情勢ですが、将来を託す若者
のための奨学金の寄付をお願いしております。具体的な目
標額を申し上げますと、年次寄付お一人 180 ドル、ポリオ
プラス 30 ドル、米山奨学金 24,000 円、ロータリー希望の
風奨学金は 5,000 円です。厳しい状況下にご無理を申し上
げておりますが、未来のため、将来を託す若者たちのため
にご寄付をお願いしております。
以上、本年度重点活動方針と戦略計画を述べさせていただ
きました。
　新型コロナウイルス感染症の影響は、医療、経済活動に
とどまらず、
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