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前回の例会報告

本日のお客様を紹介させて頂きます。
福井 RC　清水　慶造様です。
清水様には、のちほど卓話をして頂きます。よろしくお願いします。
さて 11月 6日にカニが解禁されましたが皆様は、もうカニは食べまし
たか？　今年の「極」の最高額は 46万円でした。
「極」は、ゆでた重さが 1.3 キロ以上、甲羅幅が 14.5 センチ以上、爪
幅 3センチ以上と細かく規定されていいますが、いくら何でも高すぎ

ます。　ちなみに昨年の「極」はズワイで 254 匹水揚げされ　最高額が 37万円　
越前漁協の昨年比でズワイは 2割減、セイコは 6割減 2015 年の最高値は 10万 4千円　
残念ながら年々高くなり食べられなくなってしまいます。
（私が漁師ならカニの養殖を真剣に考えます）
後何年かたつと、松茸やウナギ・マグロ・イチゴ・ブドウなどなど季節の旬なものなど、
口にすることが、出来なくなるかもしれません。　海洋資源については、近隣諸国の乱獲
がよく問題になりますが、国際的なルールの確立とそれを取り締まる体制を、急がなけれ
ばならないと思います。　さて今週は情報集会が 3回ありました。今週で 5回中 4回が終
わり、3回出席させてもらいました。　今回の情報集会のテーマは「ロータリーに対する
愛着」と「ロータリーアンとしての誇り」です。　このテーマは今年度田中ガバナーが地
区スローガンとして「愛着と誇り」としており内海直前パスト会長に決めて頂きました。
まだ情報集会が終わっていない班がありますので、各班の内容について今はお話できませ
んが、いろいろな考えや、思いを話しあえる機会ですので、ご参加していない方はぜひ参
加して頂きたいと思います。
　最後の情報集会は出席できないかもしれませんので、皆様はご存知だと思いますが、
ちょっとヒントというか参考になればいいと思いますので、お話させて頂きます。
「愛着とは」　慣れ親しんだものに心惹かれる事　「誇りとは」　名誉に感じる事（名誉：良
い評判を得る事であり、能力や行為について、すぐれた評価を得ていることを指す。「人の
品性・徳行・名声・信用等の人格的価値」とされる）となっております。
これを、ロータリーにあてはめてみてください。　以上本日の例会もよろしくお願いし、
ご挨拶とさせて頂きます。
本日の例会もよろしくお願いし、ご挨拶とさせて頂きます。

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　
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写真の広場

11月24日㈮

12月1日㈮

11月17日㈮

RI会長　イアン H.S. ライズリー

○現在会員　65名　　○出席者　30名
○届欠席者    35名　     ○出席率　 46%

○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
○クラブフォーラム

○閉会点鐘

○開会点鐘　１２時３０分
○国家斉唱
○ロータリーソング斉唱　「奉仕の理想」
○会長挨拶
○栄誉行事

○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

12月誕生日、結婚記念日の祝い

地区財団補助金委員会  委員長
宮西正伸様

大島友治（第5回地区ＲＹＬＡ委員会）
野原哲也、野村正昭、武田幸夫、平野嘉男
近藤実、辻川貴宏、下家茂、横山剛史
山本英樹、藤井誠也（情報集会第1班）
今田武、稲津敬史、常山由起子、中村栄子
山本英樹、藤井誠也、藤岡茂樹、堀川和子
高嶋隆博、下家茂（情報集会第3班）
野原哲也（情報集会第2班）

ロータリー財団委員会
卓話

日本舞踊風　梅本会員のソングリーダー
本日は艶やか!! 　　　  当クラブ設立の功労者

福井ロータリークラブ　 清水慶造会員



ロータリー財団　寄付者

米山記念奨学会　寄付者

19 名 　　28,000 円　　今年度累計　527,035 円

10 名　10,000 円

6名　7,000 円

12:00～12:30

18:00～18:30
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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）

鯖江北RC
（鯖江神明苑 2F 日野）

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

前年度累計　540,738 円

11月30日（木）福井水仙RC 12月21日（木）福井水仙RC12月19日（木）福井フェニックスRC

11月28日（火）福井南RC　12月6日（水）福井北RC　12月18日（月）福井東RC
12月19日（火）福井南RC　12月20日（水）福井北RC　12月21日（木）福井RC
12月22日（金）福井西RC

横山剛史　　本日卓話清水様、よろしくお願いします。
朝田健一　　福井ロータリークラブ清水慶造様、よろし
　　　　　　くお願いします。
森陰輝夫　　ようこそ清水慶造様、卓話楽しみにしてい
　　　　　　ます。
福澤幹也　　清水さん、いつもありがとうございます。
　　　　　　本日の卓話、よろしくお願いします。
武田幸夫　　本日、今野さんの協力を得て
　　　　　　「カタルーニャ」という曲をユーチューブに
　　　　　　アップしてもらいました。「カタルーニャ
　　　　　　武田幸夫」で検索してみて下さい。
梅本知恵理　風邪が流行っております。イソジンすごくき
　　　　　　きますよ！
光山晃　　　福井ＲＣ清水慶造様の本日の卓話よろしく
　　　　　　お願いします。楽しく聞かせていただきます。
松本喜市　　いよいよ忘年会シーズンとなりました。
　　　　　　飲み過ぎに注意しましょう。
下家茂　　　元気になってきました。
太田宏史　　散髪しました。
末永雄樹　　先日はカラオケ同好会参加させて頂き、
　　　　　　ありがとうございました。来週は情報集会
　　　　　　よろしくお願いします。
山下徳太郎　交通安全関係で、知事表彰を受けていて遅
　　　　　　くなりました。
長井眞見　　仏教訓より。亡き人の素敵な所は有難い、
　　　　　　駄目な所は懐かしい。
今田武　　　昨日の情報集会お疲れ様でした。今日は
　　　　　　よろしく。
藤岡茂樹　　冬タイヤに替えましたか？雪マーク出始め
　　　　　　ました。
中村栄子　　清水様ようこそ。卓話お願いします。
清水慶造、野原哲也、小原弘明

横山剛史、長井眞見、森陰輝夫、松本喜市、下家茂、光山晃
梅本知恵理、野原哲也、藤岡茂樹、今野義隆　各君

横山剛史、森陰輝夫、小寺邦夫、松本喜市、太田宏史、藤岡茂樹
各君

ＲＬＩ「The Rotary 
Leadership Institute」( ロー
タリー・リーダーシップ研
究会）は「質の高いリーダー
シップ教育を通じて、ロー
タリークラブを強化するた
めのリーダーシップ開発プ
ログラム」であります。ＲＬ
Ｉは 1992 年アメリカ・
ニュージャージー州第 7510
地区において、元ＲＩ理事
デビット・リンネット氏の
発案で始められた研修組織
であります。日本では 2008
年 6月にスタートし、現在
日本の 14地区で採用し、世
界では 369 地区が参加しています。2013 年の規定審議会でＲＩの
プログラムとするよう提案されましたが、現状維持で活用、実施し
ていくことになっています。
ＲＬＩの目的は、リーダーシップの研修を通じて、ロータリーの知
識を学ぶだけでなく、物事の学び方を会得し、自己啓発モチベーショ
ンを高め、延いては各クラブの活性化に繋がる様、一人ひとりのロー
タリアンがリーダーシップを涵養することであります。ＲＬＩのプ
ログラムは、世界中の組織化された地区会員のために、多地区のリー
ダーシップ開発を行うプログラムです。ＲＬＩは小グループによる
ファシリテーション手法によって、ロータリアンを引き込み、ロー
タリークラブを強化するロータリー開発プログラムでもあります。
ファシリテーションは会議やディスカッションの問題をより分かり
易くするためのプロセスです。ファシリテーションの基本は、参加
者全員に発言を促し、様々な観点の意見を尊重し、バランスのとれ
た議論を展開する。全員参加の学習の討議でありますから、グラン
ドルールに注意して進行すること。
～ ＲＬＩをより具体的な要領を知っていただく為のデモ・ディス
カッション～ 
今日のテーマは「例会出席について」 全会員より信念あるご発言
私達ロータリアンは、素晴らしい理念をもつメンバーの国際的組織
の一員であり、一人ひとりの役目があります。その得意分野を生か
してロータリーの魅力をつくりだし、Ｉｓｅｒｖｅ　個々よりの奉
仕は、他とはひと味違うロータリーの素晴らしさを「愛着と誇り」
をもって伝えて下さい。皆さんがリーダーシップを発揮されますよ
うご期待申し上げます。


