
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

《 2022-2023年度   R.I. テーマ 》

クリスマス家族会 ( 夜間例会 )クリスマス家族会 ( 夜間例会 )

142

寄付金の状況

 12月 8日分 累　計 目   標 

ニコニコ箱 42,000円 1,320,000円 3,000,000円

米山奨学金 4,000円 1,263000円 2,544,000円

ロータリー財団 17,000円 2,222,060円 3,880,000円

ありがとうございました。

荻原昭人・市橋信孝・山岸恒一
わずかでも世界の役に立ちますように。 ( 出雲路康照 )
城戸さん、ローターリー研究会お疲れ様でした。 ( 北島　恬 )
久しぶりの卓話の機会、ありがとうございます。 ( 城戸利枝 )
親愛なる城戸さんの会員卓話に感謝して。 ( 野村直之 )
Enter to run　Go Foss to Serve いつもこのような気持ちでい
たいですね。 ( 宮﨑茂和 )
 各　君

加藤幹夫
すみません。早退します。 ( 木瀬雅博 )
 各　君

皆さまお久しぶりです。コロナ禍ようやくビジター出席でき嬉
しいです。昨年 6月12日ハーモニー大ホールでのコンサート
に温かい応援ありがとうございました。
 ( 神戸西 RC/ 飯田美奈子様 )
荻原昭人・桑原慎治・鍋屋昌明
次年度理事、役員の皆さま頑張ってください。 ( 浅井正勝 )
ふくい桜マラソン2024 のブロンズパートナーになりました。
趣味のマラソンを通して地域に貢献します。 ( 上田祐広 )
ジャルダンオープンして3ケ月経ちました。ありがとうございま
す。まだまだお席空きがあります。 ( 江守康昌 )
12月に入りグッドカンパニー大賞グランプリ賞と超モノづくり
部品大賞奨励賞をいただきました。皆様に感謝です。
 ( 清川卓二 )
次年度、上田副会長の就任を祝して。 ( 清水嗣能 )
桑原さんに例会前にタダで診察してもらったのでそのお礼に寄
付します。 ( 平野洋一 )
桑原さんが初めてニコニコ発表するということでエールを送り
ます。 ( 前川小百合 )
【誕生日御祝】村田良昭
【配偶者誕生日御祝】初瀬川達郎・山本晃司
【結婚記念日御祝】岩見祐樹
 各　君 ■12月22日(木) 

  会員卓話(岩見 祐樹会員)
■12月29日(木)  
  休　会
■ 1月   5日(木) 
    栄誉行事/
   会員卓話(初瀬川  達郎会員)
■  1月12日(木)  
   新年会(夜間例会)　
    会場：開花亭

17 時 30 分 登録受付　
18 時 00 分 開会点鐘　
 会長挨拶
 委員会報告・幹事報告・その他
 クリスマス会
20 時 00 分 閉会点鐘

今後の予定

■ 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
■ 会員卓話 ( 岩見  祐樹 会員 )2022年 12月22日(木)

■ 12 月 21 日 ( 水 ) 福井北 12：00 ～ 12：30
  ザ・グランユアーズフクイ　1F
   大手町カフェ前
■ 1 月 25 日 ( 水 ) 福井北 12：00 ～ 12：30
  ザ・グランユアーズフクイ　1F
    大手町カフェ前
※ビジター受付 ( サインメークアップ ) は、コロナ感染状況
によっては、無しとなる場合がございます。
※サインメークアップ有無、各ロータリークラブへのビジ
ター受付の有無に関しましては、事務局までお問い合わせい
ただきますようお願い申し上げます。

事務所　〒910-0006 福井県福井市中央1丁目３番１号加藤ビル５階  TEL：0776-25-0633　FAX：0776-24-8622
例会場　ザ・グランユアーズフクイ３Ｆ　TEL：0776-24-3200                       例会  毎週木曜日12：30 ～ 13：30
クラブ会報委員会　委員長：山野井  秀一　副委員長：櫻田  貴美子
　　　　　　　　　委員：小谷  哲治・中島  良成・藤田  清彦・竹村  浩和・長野　学・金井  伸一郎・辻橋  清和・西岡  宏二郎・木村  佳美
ソングリーダー♪   ： 野尻  章博 　　　サブリーダー♪ ： 長谷  美左子・木瀬  雅博・谷﨑  由美子・英  貴子・櫻田  貴美子・木村  佳美
ホームページ    http://www.fukui-rotary.com/    E-mail info@fukui-rotary.com
創立　1950年（昭和25年）10月15日　RI承認　1950年（昭和25年）12月4日（承認   № 7647） 
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2022年12月15日　第3517回本日の例会

　今日のテーマは「ロータリーソングを学ぶ」です。
　まずは「なぜ、ロータリソングを歌うようになったのか？」を調べました。
ロータリー百科事典によると、「ロータリー創立後、三年間シカゴロータリークラブでは奉仕
強調派と親睦派との間に激しい討論があり、クラブの崩壊寸前となったとき、印刷業のハリー・

ラグルスが諸君歌を唄おうではないかと提案したのが始まりと言われている」と掲載されていました。
毎週、何気なく歌っているロータリーソングですが、このような歴史があったわけです。
歴史を知ることも「持続可能なロータリー」の一つです。毎週、歴史を感じなが
ら歌いましょう。
　なお、あまり歌われることが少ない歌である「日も風も星も」と「それでこそロー
タリー」を歌えることができるように、今週より、月ごとに指定し、歌う前に２
度 CDを聞いてから、歌うようにしたいと思います。
　まず 12 月は「日も風も星も」を取り上げます。よろしくお願いいたします。
　

　最後に本日、12 月 8日は日本にとって忘れられない日でもあります。1941 年（昭和 16 年）12 月 8日午前 3時 19 分（現
地時間 7日午前 7時 49 分）、日本軍がハワイ・オアフ島・真珠湾のアメリカ軍基地を奇襲攻撃し、3年 6ヵ月に及ぶ大東亜戦
争・対米英戦（太平洋戦争）が勃発した日でもあります。
　また、世界ロータリーの本年度テーマである「イマジン」関連して、ビートルズ元メンバーの一人、ジョンレノンが熱狂的
ファンによって暗殺された日でもあります。改めて、平和のありがたさを感じるとともに、世界では痛ましい戦争や争いが絶
えていないのも現実です。平和と安寧の世になることを願い挨拶とします。

2022-23 年度  会 長

荻原  昭人

12月は「疾病予防と治癒月間」です。 － 健康に感謝。医療支援の輪が広がる命と心をつなぐロータリー活動 。  －

　2023 年 4月 9日 ( 日 )　ウカルちゃんア
リーナで地区大会本会議が開催されます。
後日、事務局から地区大会についてご案内
をしますが、多くの皆さまに参加していた
だけるよう、大会の登録料の一部をクラブ

から補助いたします。移動のバスも用意しておりますので、
沢山の皆さまのご参加をお願いします。申し込みの締め切
りは来年の 1月 18 日（水）とします。
　新会員セミナーも本大会前に開催されますが、入会３年
未満の方が対象です。対象の方は是非出席してください。
本大会へは、入会３年未満の方については、特に参加をお
願いします。

みちたりた夜だ
われらはロータリアン
今日は奉仕を　明日も奉仕を
さあ　夢見よう
日も風も星も　ラララ光るよ

幹 事　中広　久

幹事報告

♪ソング♪

会長挨拶

《日も風も星も》

世界は広し　　我らは若し　
命の限り　　　誇りに生きん
熱き血潮を　　誠と愛に　　
注ぎ尽くして　悔いあるべきや
ローターアクト　ローターアクト　我ら若人
ローターアクト　ローターアクト　若さ燃ゆるよ

《ローターアクトソング》

　来週 12 月 15 日 ( 木 )18 時からここ天
山の間でクリスマス家族例会を予定通り
開催します。

　参加人数は 124 名となっております。しっかりとおもて
なし出来るよう最終の調整、準備をしております。当日飲
食を伴いますので抗原検査をお願いします。
　17 時 30 分受付開始、18 時から開会ですのでお時間お間
違いのないようにお願いいたします。楽しい企画でお待ち
しております。

親睦活動委員会　田中  秀也 委員長

　本日例会終了後の 14 時 10 分より啓新
高校でキャリア教育講座を開催します。

　15 社の会員企業の皆様が参加を賜わりました。お時間が
ない中での移動となりますが間に合うように参加をお願い
します。高校生の新たな学びの場となりますのでよろしく
お願いいたします。参加いただきます企業の皆様ありがと
うございます。

キャリア教育推進委員会
加藤  有司 委員長



2022 学年度　米山奨学生
謝  燕琴さんに荻原  昭人会長よ
り奨学金の授与がされました。

　あっと言う間に 12 月になってしまい
ました。3年前の大雪ならいように祈っ

ております。
　私事ですが SONY のインターシップに合格しました。
来年の 2月に 3週間インターンシップに行ってきます。

● 現在会員 142名
● 出席者 87名
● 欠席者 44名
● 出席免除者欠席 11名
● 今回例会出席率 66.4％

● メークアップ 25名
● 欠席者 27名
● 修正出席率 80.3％

 11 月 17 日 ●メークアップ　　　荻原昭人、中広　久、増田喜一郎、加
藤有司、上田祐広、長谷川智洋、玉木　洋、嘉屋次郎、辻橋
清和、滝本光男、村田良昭、山野井秀一(12/8 啓新高校キャ
リア教育講座) 各  君

 2022 年 12 月 8 日　　第 3516 回　
米山奨学金　授与 ビジター紹介

2022 学年度　米山奨学生
謝　燕琴さん

神戸西 RC
飯田 美奈子様

例会報告

クラブフォーラム

11 月 21 日（月）第 51 回ロータリー研究会
　　　　　　　　　　　ブレイクアウト・セッション
テーマ A「DEI について」
ジェニファー・ジョーンズ会長のメッセージ　
　イニシアチブの概要
 会員が夢を実現するために行動し、クラブの魅力を最大
 限に味わえる場としてのロータローを思い描いています。
　「イマジン・ロータリー」のテーマを推し進めるため・・・
 ・「多様性、公平さ、インクルージョン（DEI）へのコミッ
 トメントの強化」
 ・みんなを温かく受け入れるクラブづくり
 ・女児のエンパワメント
 ・参加者基盤の拡大
 の４つの会長イニシアチブに注力します。
DEI：国際ロータリーの定義
　Diversity（多様性）  ・Equity（公平さ）・  
 Inclusion（インクルージョン）
　ロータリーは、あらゆる背景をもつ幅広い文化、経験、ア
イデンティティの人を歓迎。
　⇒ロータリークラブ創立当初からの価値観
 表層（形式）的な多様性にとどまらず、人々の深層
 （その方の経験や知見）に思いを致した対応が望まれる。
　ロータリーは、クラブ会員の公平な扱いと機会の均等を保
つよう努めています。
　⇒持続的なクラブをイマジン（創造）するときに求められる、 
 世代やジェンダーを超えた関係性を生み出せるかが鍵。
　ロータリーは、あらゆる人が歓迎されていると感じ、尊重

　され、会員として大切にされるクラブの環境づくりに力を
　注いでいます。
　⇒感覚ではなく、実際の言行
　　（Of the things we think,say or do）に生かすことが望ま 
 れる　　Action !
４つのテスト：ロータリアンの価値観
　Diversity（多様性）  ・Equity（公平さ）  
　・Inclusion（インクルージョン）
　４つのテスト
　１）真実かどうか
　２）みんなに公平か
　３）好意と友情を深めるか
　４）みんなのためになるかどうか
　　⇒信頼・満足・楽しみ・Well Being
ロータリーの価値を高めよう
　信頼・満足・楽しみ・Well Being
　Diversity is a fact
 　Equity is a choice
 　Inclusion is an action
 　 ⇒その成果が “帰属感 ”
Fact の確認
RI 細則 4.070.　　会員の多様性
　各クラブとローターアクトクラブは、多様性、公平さ、イ
ンクルージョンを推進するような均衡のとれた会員構成を構
築するよう努めるものとする。いかなるクラブも RI にいつ加
盟したかに関係なく、いかなる方法においても、ジェンダー、
人種、皮膚の色、信条、国籍、または性的指向により入会を
制約すること、もしくは、RI 定款または細則により明白に認
められていない入会の条件を課すことはできない。本筋に規
定に反する会員資格のいかなる規定または条件も無効であり、
効力はもたない。

荻原  昭人会長より 中広　久幹事より

11 月 4日サントリー　白州蒸留所 11 月 5日　キングスウエル

　本日は総会という事で去年までは役員の選考でしたが、今回の総会からは改正後の定款に則って審議を進
めていただきたいと思います。定款の 7条の総会の目的に今年の 7月から 12 月までの進行中の中間報告、
前年度の 6月終了の財務報告を総会で報告して審議することに変わりました。これを受けて福井ロータリー

の細則 5条もこれに合わせて改正されておりますので、本日財務に関して中間と 1年前の決算の内容について是非ご審議を
お願いしたいと思います。

　承知いたしました。これについてはまだ理事会等にも
計っていませんので、きちんと理事会等で計りたいと思い
ます。その上で片岡会員のご質問についても個別でお答え
致します。真摯に対応させていただきます。

　本年度の財務上の中間報告、昨年度の決算報告につきま
してはまとめてご案内させていただきます。

片岡  正明 パスト会長

年次総会

　ただ今より「年次総会」を開催いたします。
　去る 11 月 10 日（木）の例会におきまして
指名委員会を立ち上げ、2023-24 年度理事の

選考を行う事を公表いたしました。
　11 月 24 日（木）11:30 より、第 1回指名委員会を開催し、
私を委員長とし、吉田（よしだ）副会長、及び三代前に遡る元
会長（山内直前会長、清水 則明パスト会長、林　正岳パスト会
長）の計５名によって構成された指名委員会で、次年度理事候
補者を決定しました。
　その結果を 12 月 1日（木）の理事会で報告し、この年次総
会にて会員皆さまに報告させていただきます。
　それでは、既に決定されている次期会長、時期幹事、時期直
前会長を含め、2023-24 年度福井ロータリークラブ理事候補者
を発表いたします。お名前を呼ばれた方は、一人ずつ前にお越
しください。
　以上、14 名が 2023-24 年度理事役員候補者の皆さまです。
ご異論がございませんようでしたら、拍手をもって承認とさせ
ていただきます。　　～拍手～　　ありがとうございました。

2023-24 年度　福井ロータリークラブ理事・役員
【役　員】
会　長 吉田　清二
副会長 上田　祐広
直前会長 荻原　昭人
幹　事 伊藤　仁一郎
会　計 初瀬川　達郎
会場監督 岩﨑　新
　　　　　　　
 【理　事】
クラブ奉仕担当 片岡　正明　
職業奉仕担当 齊藤　英夫
社会奉仕担当 角谷　恒彦
国際奉仕担当 堀内　康代
青少年奉仕担当 萬谷　光司
ロータリー財団担当 野村　直之

 【監　事】
監事 藤井　健夫
監事 山内　鴻之祐
                        　　( 以上、理事・役員・監事 14 名 )

荻原  昭人 指名委員会 委員長

　みなさんこんにちは。
先月 24 日、本日の総会
におきましてご承認いた

だきましてありがとうございました。役員
を代表して一言ご挨拶をさせていただきま
す。
　職業柄どうしても病気の事とか健康の事
に触れてしまいますが、コロナは第 8期に
入りまして終局がまだまだ見えず、福井
ロータリーの活動もコロナに制限されている現状です。そのことを踏まえまして、次年度はベテラン勢を揃えましたので大
丈夫だと思っています。次年度内には待望の福井に北陸新幹線が開通となりますので、希望を持って迎えていきたいと思い
ます。このメンバーで来期は頑張っていきたいと思いますので歴史と伝統のある福井ロータリーをますます持続させて発展
させていくことがねらいです。そして毎週明るい例会をして、福井ロータリーを築いていきたいと思います。皆様よろしく
お願いいたします。

2023-24 年度　会長　吉田 清二

「ロータリー研究会に出席して」

同好会【ワイン会　ワイナリーツアー】

地区グローバル補助金委員会
城戸  利枝 委員

　11/4・5 の二日間、山梨県までウィスキー工場とワイナリーの見学旅行に行ってまいりました。
　ウィスキー工場でもワイナリーでも特別なお酒をいくつもご提供いただき、すばらしい滞在時間を過ごす事ができました。
　パイプオルガンのあるレストランでワインとコース料理を楽しんだのですが、特別にパイプオルガンのコンサートホール
をレストランに模様替えしていただき、コンサートを聞きながらお食事を楽しむという普通では体験できないような事もあ
りました。
またこのような旅行も計画し、楽しい時間を皆様で過ごせればと考えております。
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