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『集いて学び   集いて奉仕   ロータリーを楽しもう』

こんばんわ
　本日は、花見例会。いつも通り多くのご参加、ありがとうござい
ます。
　桜満開の時期をちょっと過ぎてしまいましたが、桜の花びらを
見ていると心が和みます。

　私の園でも、３月に子ども達を送り出し４月には新たな子ども達を迎えます。今年
は、選挙があるため入園式・進級式を４月１０日にしましたが、２歳児３歳児は母親
の顔が一寸でも見えなくなると大泣き！式最後の集合写真撮影では、親もなだめる
ためお祝いの饅頭を与え機嫌取りでした。しかし２日も経つと本領発揮！そんな事
ありましたか？くらいに大はしゃぎで園庭で遊ぶ姿が見られます。
　３月で運転手のお一人が定年退職され、新しい運転手さんが決まるまで私が園バ
スを運転することになりました。我がクラブの会員さんの中にも、薬剤師募集をう
たって居られましたが、私の園でも運転手さん紹介をお願いいたします。薬剤師さん
募集のように高額謝礼は出せませんが、よろしくお願いいたします。
　今日のお花見例会、親睦の皆さん　よろしくお願いいたします。

前回の例会報告

会長挨拶

次回の例会案内

四つのテスト　言行はこれに照らしてから     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　

本日の例会　第 793 回

創立:平成13年12月14日（2001年）　承認:平成14年2月27日 E-mail:info@fukuiajisai-rc.com
HP http://www.fukuiajisai-rc.com

RI会長　バリー・ラシン

2018-19 Presidential Theme

メイクアップ

同好会

4月19日（金）

4月12日（金）

4月26日㈮

○現在会員　61名　　○出席者　 33名
○届欠席者     28名　     ○出席率　54%

写真の広場

○開会点鐘　１2 時３０分
○ロータリーソング斉唱
　「それでこそロータリー」
○会長挨拶
○幹事報告・委員会報告・同好会報告
○ニコニコ箱報告
○ロータリー財団寄付者発表
○米山記念奨学会寄付者発表
○卓　話
○閉会点鐘

○開会点鐘　１2 時３０分
○ロータリーソング斉唱「四つのテスト」
○会長挨拶
○幹事報告・委員会報告・同好会報告
○ニコニコ箱報告
○ロータリー財団寄付者発表
○米山記念奨学会寄付者発表
○卓　話

○閉会点鐘

福井県警本部
警備部公安課警備犯罪特捜担当課長補佐
警部　白井淳夫様

今野義隆（福井ＲＣ）
森陰輝夫（ガバナー補佐会議）

近藤実、藤井誠也、横山剛史、辻川貴宏
島村真人、野原哲也、竹内義隆
（麻雀同好会）

「警備情勢を願みて」

・会場/ホテルリバージュアケボノ
お花見夜間例会



ロータリー財団　寄付者

米山記念奨学会　寄付者

28 名 　　35,000 円　　今年度累計　1,139,000 円

ニコニコ箱報告 （順不同/敬称略）

20 名　22,000 円

14 名　18,000 円

12:00～12:30

18:00～18:30
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クラブ会報委員長/ 稲津敬史　　副委員長/ 増田浩三　　高嶋隆博

県内クラブ
例会日

ビジター受付

火曜日

月曜日

水曜日 木曜日 金曜日

福井南RC

福井東RC

（ザ・グランユアーズフクイ）

（福井繊協ビル 8F）

勝山RC
（勝山市民活動センター）

（AOSSA 3F）
武生RC

（武生商工会館）

若狭RC
（ホテルせくみ屋）

福井フェニックスRC

丸岡RC
（ザ・グランユアーズフクイ）

（丸岡城のまちコミュニティセンター）

敦賀RC
（福井銀行敦賀支店 2F）

大野RC
（大野商工会館）

福井北RC

福井水仙RC
（ユアーズホテルフクイ）

（福井パレスホテル）

武生府中RC
（越前たけふ農協会館 3F）

敦賀西RC
（敦賀プラザ萬象）

福井RC

三国RC
（バードグリーンホテル レジーナ）

（三国観光ホテル）

鯖江RC
（鯖江商工会館 4F）

福井西RC

（ホテル リバージュアケボノ）
福井あじさいRC

献金人率    　                85%

5月21日（火）福井南RC

福澤幹也　　本日の花見例会、楽しみましょう！
朝田健一　　本日の花見例会ですが、所用により退席させて頂きます。
                  私の分まで召し上がって下さい。
武田幸夫　　「モモヒキ」が脱げません！
末永雄樹　　本日は皆様、お忙しい中ご参加ありがとうございます。短い
                  時間ですが、どうぞお楽しみ下さいませ。
藤井誠也　　今日は夜例会楽しんでいきます。
服部宏和　　夜間花見例会に参加できて嬉しいです。先日は結婚記念日
                  祝いをいただき、ありがとうございました。
梅本知恵理　満
藤岡茂樹　　薬剤師がいないので、ケアマネージャーを雇うことに
                  しました。9月から介護事業始めます。引き続き薬剤師募集
                  してます。
竹内義隆　　花見例会楽しみです。
長井眞見　　花見例会を祈念して。
細川直人　　来週金曜日にブシェリ片町のとなりに「にくにはにくの」と
                  いう肉和食の店をオープンします。皆様どうぞごひいきに
                  お願いします。
野原哲也　　よろしくお願いいたします。
橿尾輝之　　花見例会楽しみましょう。
近藤実　　　お花見夜間例会、楽しみましょう！
森陰輝夫　　今日は花見例会です。新しい気持ちでスタートしたいです。
                  楽しみましょう。
島村真人　　福井新聞に掲載されることになりました。明日の新聞を
                  チェックして下さい。もう笑って忘れます。
中澤秀徳　　ご無沙汰しており、申し訳ありません。
松本喜市　　久しぶりの花見（?）例会。楽しみにしていました。
山下徳太郎　大森てつお無事四期目の当選をはたし、私も例会に出席
                  出来る様になりました。応援ありがとうございました。
桒野幸信　　２週間ぶりの例会です。お休みして申し訳ございません。
田中隆藤　　仕事が忙しくなりました。
下家茂　　　今日も良い日です。
田中義乃、太田貴司、水口正行、松原淑裕、中村栄子、太田宏史

前年度累計　1,001,400 円

福澤幹也、朝田健一、森陰輝夫、松本喜市、下家茂、田中義乃
中澤秀徳、竹内義隆、梅本知恵理、田中隆藤、藤岡茂樹、太田貴司
山下徳太郎、桒野幸信、島村真人、太田宏史、服部宏和、中村栄子
松原淑裕、野原哲也　各君

福澤幹也、朝田健一、森陰輝夫、松本喜市、太田宏史、島村真人
桒野幸信、山下徳太郎、太田貴司、藤岡茂樹、田中隆藤、竹内義隆
田中義乃、梅本知恵理　各君

大きな違いは奉仕活動の取り組み方の違い
ライオンズクラブが奉仕活動を行う時には「我々は奉仕する（We Serve）」。すなわ
ちクラブ全体でまとまって一つの事業に基金を拠出します。原則として個人個人で
は奉仕しません。
ロータリークラブは、全員がまとまって行う奉仕活動も沢山ありますが、基本的に
は「会員一人一人が奉仕活動の単位」です。すなわち、「私は奉仕する（I Serve）」「自
己の責任と判断において、自分の職業を通して、社会に、世界に奉仕しよう」という
考え方が基本となっています。
入会審査の違い
入会における審査の厳しさが両クラブの違いともいわれています。たとえばライオ
ンズクラブには中小、零細企業の社長さんも割と簡単に入会されていますが、ロー
タリークラブの場合は、社長や会長として第一線で働く必要のない規模の会社経営
者を始め、上場企業の支店長、医師、弁護士など、地域の各業界を代表する原則 1 業
種 1 人(最近は緩和されて 5 名以内）の人物が理事会の審査、承認を経て入会が認
められるという厳格さがあります。いずれにせよ、社会貢献に対する知名度や人格
が求められることに変わりはありません。

★「LC はお金をかけるが、RC はお金をかけない」と言われる理由
LC の創立者メルビン･ジョーンズは元々RC の会員でしたが、RC 内で会の運営に
あたって意見が分かれた時、メルビン･ジョーンズは「奉仕活動に費用が発生するの
は当然。ある程度の支出は仕方がない」が持論でしたが、これに対して「RC は職業
を通じての奉仕を理念としている。お金はかけるべきではない」との意見が大勢を
占めたことから、メルビン･ジョーンズは RC を離れ、LC を設立し、寄付･寄贈を中
心とした奉仕活動を展開したことから来ているようです。確かに LC はお金をかけ
た活動をしている、とのイメージがあります。地域の主だった場所には○○ライオ
ンズクラブ寄贈と銘打ったモニュメントや看板･横断幕が目を引きます。これに対
して RC は街中でもなかなか○○ロータリークラブというモノには巡りあえませ
ん。LC は Donation（寄付･寄贈）を重んじる、というイメージが先行しているのは
確かでしょう。

★会員増強の際に両者はライバル？
必ず出る話題では「私の町では LC が 3 つあるのに RC は 1 つしかない。町の事
業経営者の大半は LC に取られて、RC は 3 人くらいで細々と運営している」とい
う嘆きがあります。都市部では会員増強のライバルとして LC はさほど意識されま
せん。これは、RC は大都市圏を中心にクラブ拡大を続けてきたのに対し、LC は地
方都市や過疎地での活動に先鞭を付けてきたから、との説もあります。こうしたこ
とから、昨今のロータリアンからは「もっとお金をかけて派手に PR しなければ会
員も集まらない。知る人ぞ知る奉仕団体のまま終わってしまうのでは」と危惧する
声も一部にあります。

★両者の共通点は？
RC にローターアクトがあるように、LC にはレオクラブがあります。また、留学生
の支援制度も同様なものがあります。

★職業奉仕はロータリーだけの金看板か？
「職業奉仕という理念は、数ある奉仕団体の中でロータリーだけが持っており、職業
奉仕という考え方を持つことがロータリーの特徴だ」これはロータリアンの共通認
識です。
しかしこの言葉から一つの誤解が生まれたとも言われています。「ロータリアンで
なければ職業奉仕は出来ない」とか、「ロータリアン以外の人は職業奉仕をしていな
い」という考え方です。果たしてそうでしょうか。ライオンズにも「ライオンズ道徳
綱領」があり、職業奉仕の理念を持っている奉仕団体であることを忘れてはなりま
せん。 

ロータリークラブとライオンズクラブの違い
福島ロータリークラブ　卓話抜粋= （文責 丹治正博） 


