
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
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寄付金の状況

 3月9日分 累　計 目   標 

ニコニコ箱 14,000円 1,876,000円 3,000,000円

米山奨学金 0円 2,105,000円 2,544,000円

ロータリー財団 6,000円 3,467,240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 )
荻原会長、7段昇進おめでとうございます。 ( 平野洋一 )
山岸恒一
 各　君

よろしくお願い申し上げます。
 ( 第 2650 地区 ローターアクト委員長 /岡本政明様
 ( 京都東 RC))
荻原昭人
来年度もよろしくお願いいたします。 ( 竹生知子 )
上田さん、3月4日の地区会員増強アクション会議で福井クラ
ブの事例発表をしてもらいありがとうございました。 ( 渡邉義信 )
【配偶者誕生日御祝】村田良昭
 各　君

■ 登録受付 ： 17時30分
■ 開会点鐘 ： 18時00分
■ 閉会点鐘 ： 20時00分

■ 会場：開花亭
■ 花見例会 ( 夜間 )

■ 3月 23日(木)  
   休　会
■ 3月 30日(木)  
   花見例会(夜間例会)
    会場：開花亭
■ 4月   6日(木)  
   栄誉行事/ 
   次年度クラブ方針発表
    (吉田  清二 会長エレクト)

12 時 30 分 開会点鐘　
 会長挨拶
 退会挨拶 ( 渡辺  一史会員 )
 委員会報告・幹事報告・その他
 会員卓話 ( 竹澤  文孝会員 )
13 時 20 分 閉会点鐘

今後の予定

2023年3月 30日(木)

■ 3 月 29 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
■ 4 月 19 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・谷﨑  由美子・英  貴子・櫻田  貴美子・木村  佳美
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ロータリー財団増進特別寄付金ニコニコ箱
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2023年3月16日　第3528回本日の例会

　先月 2月 18 日に長野県長野市ホワイトリンクにて剣道七段審査を受審しました。コロナ期間で受審
ができなかった時期もありましたが、足掛け 5年、11 回目の挑戦で長年の目標であった剣道七段に何

とか合格できました。今回の七段審査の合格から三つの学びを伝えます。
　一つ目は目標を持つ大切さ。
目標が明確であれば、日々の生活が充実し、目標を達成するために日々何をしなければならないのかを考えて行動する
ことができます。目標は若さの秘訣とも言えます。
　二つ目は諦めないこと。
目標に年齢制限などがないものであれば、諦めずに挑戦し続けることが大切です。また挑戦し、結果が思わしくなかっ
た場合は、自分に何かが足りなかったことを教えてくれる機会と捉え直し、原因を分析し、次への対策を立て再度挑戦
することが大切です。振り返りなし、対策なしで受審することは無謀な挑戦です。
　三つ目はコツコツとやれる努力は惜しまずやること。
小さな努力、続けられる努力を惜しまず積むことで合格に近づきます。たとえ複数回、落ちたとしても、諦めずにコツ
コツと努力を続けること。小さな努力の継続は目標達成に対して遠いようで一番の近道です。
　以上が剣道七段昇段から学んだ三つのことですが、諦めずにコツコツと努力して本当に良かった
と心より実感します。そしてなによりも続けることができている最大の理由は「剣道が面白いから」
です。知れば知るほどわからないことが増えて行くのが面白い、だからこそ知りたいと思う好奇心
が湧き上がり続けています。次の目標は 10 年後の超難関八段審査に挑戦 ( 合格率約 0.2％）です。
その日までコツコツと小さな努力を惜しまず積んでいきます。

2022-23 年度  会 長
荻原  昭人

３月は「水と衛生月間」です。 － 安全な水から身体の健康を保ち、病気の予防、治療につながり感謝。  －

会長挨拶

　2月 11 日 ( 土 ) スキージャム勝山にてスキー・スノーボー
ド同好会を開催しました。写真の通り絶好のお天気でした！
毎週雪山に通っているメンバーから久しぶりなメンバーまで
様々でしたが、怪我なく気持ち良く活動できました。雪山か
ら遠ざかっている皆さん、是非、一緒に滑りましょう！

スキー・スノーボード同好会

　早春の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。さて、 今年度
も 「 ＲＩ 会長杯ロータリーワールドゴルフ大会」が 2023 年 5 月 5 日～ 16 日までの期間に世界中のロータリアンへ「ポリオ
寄付」を呼び掛けて開催されることになりました。当地区・浜松南ＲＣのアーネスト・ララカ・シルバー会員が、昨年に続き 
ＲＩ会長が催されるゴルフ大会企画の日本の担当者に任命され ております 。
　大会実行委員会からゴルフ大会のご案内が届きました。 各地区グループや分区内のゴルフコンペや各ＲＣのゴルフ同好会の
皆様におかれ ましては、ぜひこの期間でのプレーを企画いただき、エンドポリオへ貢献しながら、 ジェニファー・ジョーンズ
RI 会長 冠名のゴルフ大会 にご賛同いただければ幸いです。

【開催日程】　2023 年 5 月 5 日（金・祝）～ 16 日（火）のご都合の良い日（ご希望の 曜日と時間帯で）
にゴルフをお楽しみください。
・プレーヤーは、希望する日とゴルフコースを自由に選んでプレーしてください。
・RCのゴルフ同好会の皆様、グループや分区のゴルフコンペなどをこの週にあてていただくなど、
交流を深め楽しみながら END POLIO へ貢献しましょう。
【チャリティー】
・このイベントでは、「End Polio Now」をテーマにポリオ撲滅のための寄付金として最低 50 米ドル
（１名）をロータリー財団に寄付していただきます。
・寄付金は、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団から 2 倍のマッチングを受けることができます。
・すべての寄付金は、それぞれの国の税法上の免除の対象となります。
・寄付者は、寄付の詳細をイベント事務局と共有して、参加を確認します。
　上記　RI 会長杯ワールドゴルフ大会概要などにつきましては、事務局に詳細がございますのでお申し付けください。

国際ロータリー第 2620 地区   ガバナー 淺原 諒蔵

※上記、米山奨学金・ロータリー財団の累計額には後期会
　費でご入金いただきました寄付金が含まれております。

RI 会長杯ワールドゴルフ大会のご案内

剣道七段昇段から学んだ三つのこと



　3月4日(土)に京都市で行われた「会員増強アクション会議」に参加して参りました。その報告をいたします。
　渡邉会員が委員長を務めている地区会員増強・拡大委員会のメイン事業で、私が当クラブの事例発表をさ
せていただきました。全部で 8クラブの発表があり、会長ノ

ミニーを拝命している私にとって、大変勉強となる機会となりました。
　ところで今期の会員増強委員会の現在の実績は、入会 7名退会 3名で純増
4名となっており、現在 139 名ですので、目標の 140 名台まであと 1人です。
ぜひ目標達成したいと思っていますので、ご協力のほどよろしくお願いいた
します。
　

● 現在会員 139名
● 出席者 42名
● 欠席者 77名
● 出席免除者欠席 20名
● 今回例会出席率 35.3％

● メークアップ 42名
● 欠席者 24名
● 修正出席率 82.2％

 2 月 9 日 ●メークアップ　　　城戸利枝(3/6 地区 2022-23年度 第4回
グローバル補助金委員会)、須賀原和広(3/8 地区RLI委員会、
3/8 福井北)、清水盛伸(3/10 福井北)、平野洋一・城戸利枝・
萬谷光司(3/11 地区 2022-23年度メルボルン国際大会説明会)
 各  君

 2023 年 3 月 9日　　第 3527 回　

幹事報告

福井ローターアクトクラブ　活動報告

委員会報告

炉辺会談　テーマ「持続可能な組織運営の構築」( 今年度荻原会長方針 )　

会員増強委員会　上田  祐広 委員長

福井ローターアクトクラブ　豊田  和希会長

　県の指針で今月 13 日よりマスクの取り扱いが結構緩和されるという情報が飛んでおります。また 5月 8
日から 2類から 5類へと対応が変わるという状況でございます。
　先般理事会におきまして、福井ロータリークラブとしての方針を定めさせていただきました。例会におき
ましては、マスクは原則するということで進めさせていただきます。マスク着用は 5月 8日まで、つまり 5
月第 1例会から食事もコロナ前の例会通りで行いたいというふうに考えております。

　またその際のマスクについてはご自身の判断で行っていただきたいと思っております。繰り返しますが、3月 13 から 4月
の末まではマスクは原則着用でお願いしたいという方針で進めていくことにしております。このことはまた今後の例会にお
きましても告知していきたいと思っておりますので、ご理解下さい。よろしくお願いします。

幹 事　中広　久

 ①令和 4年 10 月～令和 5年 2月の福井アクトの実施した例会を「簡単に」報告します。
■令和 4年 10 月～令和 5年 2月　月２回、合計１０回の例会を実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（クリスマス家族会含む）

　■社会奉仕委員会担当例会（１０月第一例会）
　・１０月：「ごみ問題について学ぶ」例会、ハロウィン例会（大野 RAC合同）
　■国際奉仕委員会担当例会（１１月第二例会）
　・１１月：「意外と知らないアイケア知識」例会、「優しい日本語について学ぶ」例会
　　福井住む外国人にとって、「優しい日本語」とは何かについて議論しました。
　　国際奉仕プロジェクトとして、福井に住む外国人に何か共有できれば。
　・１２月：クリスマス家族会準備例会、クリスマス家族会（RC・RAC 合同夜間例会）
　・１月　：新年会例会、「法人へ営業するとは」例会（※大雪のため、オンライン開催）
　■福井ロータリークラブ　会長　荻原昭人様　卓話例会（２月第一例会）
　　「多様性」に向けて、「新たな思考」「新たな視点」の重要性を説いていただきました。
　　RC様おなじみの「会長挨拶」を、ディープに味わえました。
　■社会奉仕委員会担当例会（２月第二例会）
　　社会問題としての「ごみ問題」、足羽川の歴史などについて学びました。
　　３月２１日（火・祝）ドラゴンリバー、４月の清掃例会の準備はOK

②福井ローターアクトクラブの課題と対応
　　ＲＩ人頭分担金の支払い、年齢制限撤廃、会員増強（お願い）
　■ＲＩ人頭分担金　→１月に支払い完了。8人×8ドル（≒￥1,000）。
　　次回 5月末日までに後期人頭分担金（金額は同上）
　■年齢制限撤廃   議論中　→現在年齢制限無し。
　　A案　「30 歳まで。ただし、理事会の承認によって 1年毎に更新可。更新上限は無し。」
　　B案　「35 歳までとし、更新や延長を認めない。」
　　C案　「30 歳を上限とし、1年毎の更新可。更新上限を 35 歳とする。」
　■会員増強
　「仕事」ということで例会出席率の低下、会員増えず、次年度は周年式典もあるので、ロータリアン様においても気にかけ
ていただけると幸いです。

③今後の活動と、次年度に向けて
　　35 周年式典の実施のご案内、地区での行事等のご案内
　■福井ローターアクトクラブ　「35 周年式典」
　次年度、福井ローターアクトクラブは設立 35 周年を迎えます！
　　式典・実行委員長等・・・未定　　追って、報告しますので、是非、ご予定おきいただき、ご参列下さい。
　　会員数も少ないので、ご協力のほど是非ともよろしくお願いいたします。
　■地区大会・全国ローターアクト研修会のご案内
　　●地区大会（４月８日・９日）＠びわ湖大津プリンスホテル　　今年は、RCと RAC が合同開催します！
　　●全国ローターアクト研修会＠石川県　　福井 RACからも３名出席予定です。

　1班の炉辺会談をピリケン本店で開催しました。少しお高めの会費にしましたが、中華料理特有の大皿料理ではなく、１皿
ずつのコース料理で、非常に満足のいくお料理でした。ぜひ、皆さんもお試しを。
　参加者９名でしたが、炉辺会談が初めての参加の方も多く、自己紹介からはじまり、その後、「持続可能な組織運営の構築」
のテーマのもと、お酒を飲みながら、活発な意見交換会ができました。
　最近、会長を含め、役員等の人事が難航していること。コロナによるコミュニケーション不足の二つが、持続可能な組織運
営に影響を与えているということで課題認識をしました。
意見として、
　☆組織は新陳代謝が必要。
　☆役を担うことを入会の時に説明すること。
　☆異業種交流を推進する。
　☆何年か先まで会長人事を決めてはどうか
　☆格式を大切にしてほしい。
　☆役員は報酬をもらってはどうか。RLI 会長はもらっているかも。
　☆役を担う責任感を持つべき。
　☆人事は人間関係が重要。そのためには例会に積極的に参加して、会員同士の信頼を高める。
といろいろな意見がでました。

最後に、野尻座長のまとめ。
　ロータリーとは何をするところか。それはロータリアンを育成するところであると考えます。ロータリアンとしての大事に
するところを教え、育ったロータリアンは、社員を育てます。そして、その社員は、会社を立派にします。それこそが職業奉
仕だと思います。地域社会に貢献し、アクトや財団も含め若者を育てることで、人道的社会支援に繋がる。

　さらに、岩下パスト会長より。
四つのテストにあるように、真実かどうか、これが仕事でできているかが大事。ロータリーは布施の心が必要。無財の七施と
いう言葉あります。ぜひそれを理解してほしい。

　同じテーブルで意見交換会ができ、久しぶりに、楽しい会でした。

【開催日時】　2023 年 3  月 7  日 ( 火 )　18：30 ～　　　　　【開催場所】　　ピリケン 本店
【参  加  者】    ( 座長 ) 野尻 章博 ( 世話役 ) 田畑 賢一 
 岩下 春幸、角谷 恒彦、滝本 光男、中山 浩成、長谷川 智洋、山本 晃司、専田 武志   計 9 名

第 1班
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