
次回の例会

ジェニファー・ジョーンズ

クラブテーマ ： 持続可能なロータリー（サスティナブル  ロータリー）～絆の再構築へ～
地区スローガン ： 感動、感激、そして感謝

尾賀 康裕
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寄付金の状況

 9月 29日分 累　計 目   標 

ニコニコ箱 18,000円 766,000円 3,000,000円

米山奨学金 2,000円 901,000円 2,544,000円

ロータリー財団 4,000円 1,901,620円 3,880,000円

ありがとうございました。

わずかでも世界の役に立ちますように。 ( 出雲路康照 )
ロータリー財団にご理解、協力をお願いします。 ( 山岸恒一 )
 各　君

10月は米山月間です。よろしくお願いします。 ( 木瀬雅博 )
 各　君

荻原昭人・竹生知子
今日はローターアクトに関する説明、村田委員長ありがとうご
ざいます。 ( 伊藤仁一郎 )
淡島智子さん、2週間遅れの入会お祝いです。ようこそ福井ロー
タリークラブへ。 ( 玉木　洋 )
ローターアクトの皆さん、今日はありがとうございました。
 ( 村田良昭 )
ローターアクト豊田会長、村田委員長、本日はご発表ありがと
うございました。 ( 渡辺崇嗣 )
【誕生日御祝】岩見祐樹
【配偶者誕生日御祝】岩見祐樹
 各　君

■ 開会点鐘 ： 12時30分
■ 閉会点鐘 ： 13時20分

■ 会場：ザ・グランユアーズフクイ
■ ゲスト卓話
( 福井大学大学院連合教職開発研究科（連合教職大学院）木村　優教授

■10月 13日(木) 
   ゲスト卓話
  (福井大学大学院連合教職
  開発研究科（連合教職大学院）
   木村　優教授
■10月 20日(木) 
   会員卓話(西岡 宏二郎会員)
■10月 27日(木)  
  創立72周年記念例会(夜間)
■11月   3日(木)  
  休  会(文化の日)
■11月 10日(木)
  栄誉行事/
  クラブフォーラム
   (R財団委員会) 

12 時 30 分　　開会点鐘　
 会長挨拶
 米山奨学金授与 ( 謝  燕琴さん )
 栄誉行事
 皆出席御祝 /  玉木  洋 (8 年 )
 在籍御祝 /  長田裕美 (10 年 )、前川小百合 (10 年 )
 誕生日御祝 /  荻原昭人、加藤有司、辻橋清和、吉岡正盛、浮田愼太郎、油谷啓司、
  斉藤信二、山内鴻之祐、山本晃司、山野井秀一、英  貴子、宇野良二、
  久代雄一郎、柳町剛弘、角谷恒彦、酒井哲夫、田畑賢一
 配偶者誕生日御祝 /  髙木義秀、山内鴻之祐、寺本光宏、南  宏季、竹村浩和、加藤有司、
   西岡宏二郎、三浦博樹、清水盛伸
 結婚記念日御祝 /  山内鴻之祐、萬谷光司、大森正男、吉田清二、清水盛伸、平野洋一、
  斉藤信二、齊藤英夫、清水正一、髙木義秀、稲田朋美、小森富夫、
  清水慶造、清水嗣能、寺本光宏、渡辺崇嗣、竹村浩和、長谷川英一、
  清水則明、村田良昭、西岡宏二郎、山本晃司、藤本潤一、小野田亮
 委員会報告・幹事報告・その他
 米山奨学生卓話 ( 謝  燕琴さん ) 
13 時 20 分　　閉会点鐘

今後の予定

2022年10月13日(木)

現在、コロナ感染対策として各ロータリークラブはビジター
受付を行っておりません。
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2022年10月6日　第3508回本日の例会

相手がしたいことと、自分がしてあげたい
ことにはズレがある！

　先日、東京に出張した時の出来事です。
目的地への移動のため、山手線に乗車して

いたところ、ある駅からカップルと思われる社会人二人が乗
車し、私の隣で話し始めました。

彼氏「そういえば、出身は福岡だったよね」
彼女「そうなんです、福岡の博多です」
彼氏「博多なんだ、いったことないなー、一度行ってみたい
　　　なー」
彼女「えー、ぜひ、きてください。美味しいものがたくさん
　　　ありますよ」
彼氏「イヤー楽しみだな、博多といえば屋台だよね。屋台も
　　　いいよね」
彼女「えー、屋台ですか、あまり美味しくないですよ、それ
　　　に高いし」
    　   ｢私、美味しい居酒屋さんを知ってますから、そこに行
　　　きましょうよ｣
彼氏「そうなんだ、でも、屋台も捨てがたいな」
彼女「屋台は観光客目当てですから、やめた方がいいですよ」
彼氏「そうか、じゃ〆のラーメンなんかはよくない？」

彼女「ラーメンですかー、地元の人はあまり行かないですよ。」
　　  「もっと美味しいラーメンのお店がありますよ」
彼氏「そうか、でもラーメンぐらいは屋台がいいな」
彼女「私も地元ながら行ったことがないけど、まあ、〆ならい
　　　いかも」
彼氏「楽しみ！」
以上のような会話が聞こえてきました。

　さあ、皆さんは、何を感じられたでしょうか？
私は、彼氏のやりたかったことはズバリ「体験」。
初めての博多で、噂に聞く｢屋台｣の雰囲気を味わいたかった
と思います。
　一方、彼女の方は、悪気は一切なく、せっかく博多に来て
もらうからには、「美味しいものを食べてもらいたい！」そん
な気持ちではなかったかと思います。

　ここで学ぶことは、相手がしたいことと、
自分がしてあげたいことにはズレがあること
を心がけて、相手の立場に立って想像するこ
とが必要であること。
　人はどうしても自分のフィルターを通して
考える生き物です。故に、「イマジンする」
今回の学びを夫婦関係・家族関係・職場関係・商売関係で活
かしていきましょう。
　
　最後に二人が去って行く後ろ姿を見ながら、博多で良い思
い出ができることを願いました。

2022-23 年度  会 長

荻原  昭人

10月は「地域社会の経済発展月間」です。 － 私たちの活動が地域社会の発展に、そして世界平和に貢献できて感謝 。  －
10 月は「米山月間」です。 － 若者に未来を託する若者の交流促進 。  －

ロータリー・リーダーシップ研究会（RLI）   第 2650 地区 2022－23 年度 RLI パート II 研修会 開催
 
 国際ロータリー第 2650 地区
 ＲＬＩ委員長　野口  真理子 
　
　さて、第 2650 地区 2022-23 年度 RLI パート II 研修会を下記の要領で開催いたしますのでご案内申し上げます。
　地区のＲＬＩは次代を担うリーダーのための大切な勉強会と位置付けしております。パート I にご参加いただいた皆様には、
引き続きのご出席をお願いいたします。今回のパート II からのご出席も歓迎いたします。多くの会員様のご出席をお待ちいた
しております。
　参加申込希望の方は、10 月 26 日 ( 水 ) までに事務局までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
　　※会場参加、ZOOM参加は、9/11 パートⅠの参加方法に関わらず、　今回のご都合により選んでいただけます。
　　※今回のパートⅡは、過年度にパートⅠ、Ⅲを受講された方の補講として受講が可能です。

【日　時】 　2022 年 12 月 4 日（日）9：30 ～ 16：00
【場　所】 　京都文教学園 京都府宇治市槙島町千足 80
　　　　　　　※駐車場有 ※京都駅より送迎バス有（後日参加者あて詳細お知らせします）
【登 録 料】5,000 円（1 名あたり・昼食代含む）
　　　　　　＊RLI 参加者テキスト（2022-23 年度最新版）を当日受付にて販売します。（1 冊 1,000 円）
　　　　　　＊当日は名札をご用意しますが、名刺交換をされる方もおられます。（参加者約 50 名）

■今研修は、ハイブリッド開催を予定しております。ZOOM でのご参加も可能です。
＜ZOOM での参加＞
・登録料：無料
・参加者テキスト：購入申込ご連絡後、代金のお振込みが確認できましたら、クラブ事務局あてに郵送します。
・ZOOM 参加者のための当日資料などは開催日までにご所属クラブ事務局を通じてメールにてお送りします。
【次回（パート III 研修会）の予定】 2023 年 1 月 29 日 ( 日 )

会長挨拶
ご案内【ＲＬＩパート２　開催】

　10 月は米山月間ということで、福井県
内でお世話をしていないクラブへ奨学生の
皆さんが卓話にでかけることになっており

私も４か所同行してきます。
　米山月間は皆さんの更なるご協力をお願いいたします。

地区米山奨学委員会　木瀬 雅博 委員

委員会報告

　10 月 29 日に開催されます 2650 地区第
6組のＩＭ（小浜市）への参加を是非とも
お願いします。
　併せて当日午前中は新会員セミナーが開
催されますので、こちらへの参加もお願い

いたします。詳細は親睦委員の正副委員長にお尋ねくださ
い。

幹 事　中広　久

幹事報告

】



● 現在会員 142名
● 出席者 48名
● 欠席者 73名
● 出席免除者欠席 21名
● 今回例会出席率 39.7％

● メークアップ 38名
● 欠席者 26名
● 修正出席率 80.7％

  9 月 1 日 ●メークアップ　　　白江文夫、木瀬雅博、北島　恬(9/22 
インターアクト委員会)、城戸利枝(9/28 2022-23年度 第1回グ
ローバル補助金委員会 )、久代雄一郎、上田祐広、島田康隆、
清水慶造、髙橋宏幸(9/28 福井北)、藤本潤一(9/30 守山)
 各  君

 2022 年 9 月 29 日　　第 3507 回　

福井ローターアクトクラブと合同例会

福井ローターアクトクラブ活動報告

福井ローターアクトクラブについての最近の動向

福井ローターアクトクラブ　豊田  和希会長

ローターアクト委員会    村田  良昭 委員長

【情報提供】    ローターアクトクラブ　RI 加盟による変更点
　・スポンサークラブの有無にかかわらず新しいクラブを設立することができる。
　・ほかのローターアクトクラブをスポンサークラブを選ぶことも可能。

　・スポンサークラブの指導、後見人的な立場から、対等な立場に変更。
　・１８歳以上のすべての若者が入会でき、年齢制限も撤廃）（年齢上限をクラブ細則で定めることができる。）
　・今期からローターアクトもＲＩへの人頭分担金が発生する。
　・会合も毎月２回以上の回数規定が削除、例会の柔軟性が認められる。
　・ローターアクターはＲＩ委員会の委員を務めることができる。
　・ローターアクトが「グローバル補助金」を申請できるようになる。等
人頭分担金　負担の背景と状況
　・欧米のローターアクトは、ボランティア活動などが自然に行われ、バザーやファンドで資金を集めるなど、自分たちの活
　　動資金は自ら稼いでおり、ローターアクトは自立。
　・活動のために「グローバル補助金」の申請をしたが、会費を払っていないのでエントリーもできないことから、人頭分担
　　金を自ら払うことで申請可能な体制に。
　・しかし、日本のロータアクトは、人数も少なく自立して活動していくには現状では難しい。将来的には自立が目的だが、　
　　日本には会計的に自立しているアクトクラブはない。（2650 地区では殆どが 10 名以下）
　・また、ロータリークラブと対等な立場になったことから、例えば納涼例会でコロナ感染拡大した場合、従来はスポンサー
　　クラブも責任を問われたが、現在は自立しているため、開催可否やその後の対応もローターアクトの責任となる。
　　　　スポンサークラブがないアクトクラブが九州地区にあり　専門学校の学長が学生全員（500 名）をクラブ員に。
年齢上限撤廃による上限設定の取り扱いについて
　・年齢上限設定については、懸案事項。
　・上限の取り扱いを決め、細則の変更が求められている。
　・2650 地区では、まだ決めかねているクラブが多い。
　　　福井東は 35 歳への引き上げを決定したが、細則は変更されていない。京都南は 30 歳上限、ただし希望があれば上限を設けて継続。
　⇒どのクラブも、企業からの派遣が多く、３０歳までという認識で参加しているアクターが多い。　
　　【福井 RACの思い】　　「３０歳をもって退会する。ただし、クラブ人員、事業計画、本人の意向、本人以外の会員の意向、
　これまでの実績等を総合的に勘案し、３０歳に関わらず会員の在籍を理事会の承認をもって１年間延長することができる。」
その他
　・福井地区も１０名を下回るクラブが多いことから、合同での活動を検討してはどうか。
　・持続可能なローターアクトクラブ活動のため、会社からの派遣（強制）ではなく、２０代の社員さんにアクトクラブの活
　　動の見学を推奨いただきたい。

①７月第一例会　「総会」
　・昨年度決算、次年度予算に関する議論、主要事業の説明など

が行われました。福井ロータリークラブより、会長荻原様、青少年奉仕担当理事
渡邉様、ローターアクト委員長村田様が、また、RAC直前会長平井様にぞれぞれ
ご出席賜りました。ありがとうございました。
②７月第二例会　「ゾーン代表公式訪問例会」
　※福井県内クラブ４クラブ（大野、福井東、鯖江、福井）合同例会
　今年度の地区テーマは、「礎～WE are the Key ～」
　当クラブの会員でもあります宮下君が本年度の福井ゾーン代表を務めます。きっと、
福井から 2650 地区を盛り上げてくれるでしょう。
③８月第一例会　「ローターアクト委員長卓話例会」
　RA委員長村田様より卓話をいただきました。日常生活ではなかなか接すること
のない講話を頂きました。お忙しいところ、パワーポイントの作成まで・・・あ
りがとうございました。
　また、この日ご出席されました、福井 RC須賀原様よりご講評頂きました。地区
内の交流の素晴らしさを説いてもらいました。ありがとうございます。
④８月第二例会　「優しい日本語について学ぶ」（国際奉仕委員会担当）
　本年度の国際奉仕活動：私たちが何気なく使っている日本語でも、日本に住む外国人に
とっては難解なものが多くあります。その日本語を分かりやすく解説できるガイドブック
のよの作成を目指します。
　福井 RCより、野村様、木瀬様、村田様、高橋様にご出席いただきました。2回目の国際奉仕担当例
会もよろしくお願いいたします。
⑤９月第一例会　「BBQ例会」※大野 RACとの合同例会
　→大野のロータリアン様の縁をお借りして、大野市の「ミルク工房」にて行い
ました。滅多にできないアイスクリーム作り体験！地区内他クラブのアクターも
約 10 人参加してくれました。

　「アクトの日」とは・・・「アクト」の言葉に因んで、毎年、9月 10 日に近い日曜日に、全国の RAC
が一斉に奉仕活動等を行うことにした日。  →   2650 地区では、各ゾーンごとに実施。アクターたちの意
識向上と、アクトの存在を広める意義
実施日：令和４年９月１１日　( 日 )
プロジェクト内容：「フードドライブプロジェクト」
　家庭で余った食品を持ち寄り、福祉施設等に配布  →    奉仕活動＋フードロス問題の解決
広報にも力を入れました！おじゃまっテレ ワイド &ニュースにて、市民の皆さまにも呼びかけ。
「『おじゃまっテレ』を見て来ました」と言ってくださる市民の方々が多くい
らっしゃいました。テレビの宣伝効果は絶大。こんなにもたくさんの物資が
集まりました。カップ麺、レトルト食品、お米、お菓子、缶詰、飲料…etc.
　市民の方々、ロータリアンの皆さま、ご協力ありがとうございました。
福井新聞にも掲載されました。R4.9.14　福井新聞（第３ページ　左下部）

福井 RACの例会のみならず…
・8月 28 日の「第１回会長幹事会・ローターアクト委員長会議」
　＠京都
・地区内の他クラブ例会参加
　＠大野、京都洛中、京都紫野、京都外大、京都洛北…etc.
・地区内他クラブ周年式典
　＠京都綾部、京都西
・他地区式典・大会
　＠金沢（全国 RAC大会）、広島 RAC式典

★課題
・会員増強・参加率の確保
・維持
・他クラブとの交流
・スポンサークラブとの協調

　本日は、合同例会の場を提供していただきありがとうございました。せっかくのご機会ではございますが、
ローターアクターの出席が私を含め 3名という少数の参加となり、申し訳ありません。「少数精鋭」と捉えて
いただけると幸いです。

　さて、私たち福井ローターアクトクラブは、現在、8人の会員でこれまで計5回の例会を実施してきました。日頃より、福井ロー
タリークラブの皆さまには、アクト活動へのご参加やご協力を賜りまして、感謝を申し上げる次第です。
　ここで、私個人のアクト活動についても述べさせていただきます。
　私は、福井ローターアクトクラブの会長である以前に、1人のアクターとして、アクトの活動を有意義なものにしたいと思っ
ております。そのため、他クラブの例会にも積極的に参加させていただいております。そこで感じるのは、それぞれのローター
アクトクラブで「色」が違うという点です。
　京都のクラブでは、学生が主体のクラブが多くあります。そこでは、「楽しさ」を大前提に、「学び」を得る例会が多く企画
されています。また、大野ローターアクトクラブのように、ロータリアンさんとの距離感が近しいクラブもあります。さらに、
鯖江のローターアクトクラブでは、1人の会員しかおりませんが、模索しつつクラブを維持していく姿には、こちらも学ぶべ
き点や尊敬の念を持ったりします。このように、クラブによって、運営や方針なども違い、私としても様々な価値観を得るこ
とができ、とても興味深いです。ローターアクトクラブの活動は、仕事でもなく、ただの遊びでもありません。では、ローター
アクトクラブとはどのような存在なのか。それを、この 1年を通じて何か見出すことができればなと思っております。
　福井ロータリークラブの皆さまにおかれましては、私たちの活動へのアドバイスやご参加を通じて、改めてアクトへのご指
導ご鞭撻を頂戴できれば幸いです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

福井ローターアクトクラブ　豊田  和希会長
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