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井 経 編 フクイタテアミ」という中小企業の技術が使われた

第 3141 回 例 会 記 録 令和元年 9 月 24 日(火)
k
本日出席会員 34 名

そうです。普通は動きやすさで丸編の生地が使われること
が多いそうですが、スクラムを組む時にお互いにつかみ合
うためには生地の伸びにくさが求められて、伸びにくく、軽

メークアップ（前々回）5 名
出席率（前々回補正） 84.62%

くて、破れないフクイタテアミの技術が選ばれたそうです。
ちなみにバックス用ジャージーの生地は動きやすい丸編

ロータリーソング「我等の生業」

みで和歌山県のヤマヨテクスタイルという会社が作るそうで

ビジター 敦賀 RC 山本等ガバナー補佐

す。水着の世界では、水に抵抗の少ない生地がどんどん
開発されていると聞いていましたが、ラグビーの世界でも

会長挨拶 第 66 代会長 三村昌之
こんにちは。国際音楽祭の夜間例会以来 2 週間ぶりの
例会になります。16 日の敬老の日・昨日 23 日の秋分の日
と連休が続きますと、土曜日休みの会社は９月は 11 日間

体力や技術だけではないジャージーにも違いを見せる技
術の進歩にはびっくりしています。
今日のプログラムはロータリー情報委員長の田中茂会
員のお話です。どうかよろしくお願いします。

が休日で、私のような
古い人間にはこんなに
休みが多くてこれでも
いいのかなと心配にも

プログラム
ロータリー情報について
田中茂ロータリー情報委員長

なります。今日はゲスト

最近のニュースで、スエーデンの

として山本等ガバナー

16 歳の少女グレタさんが、地球温

補佐がご出席されてい

暖化の環境問題を訴え、全世界的

ます。どうもありがとうご

な広がりとなっています。世界的な

ざいます。

異常気象を感じて、その不安と恐

ところで、先週 20 日から 4 年に一度のラグビー世界一を

怖を訴え、世界中の若者の共感を

決める第 9 回ワールドカップ日本大会が始まりました。私も

得ることとなっているのでしょう。私

あまりなじみがないラグビーですが、世界的にはオリンピッ

達にも何か小さな事からでも出来ることがあればと思いま

クとサッカーワールドカップ杯に次ぐ規模の国際スポーツ

す。さて、情報委員会の卓話です。事業としては、全会員、

大会だそうです。日本は 20 日にロシアを相手に 30-10 で

新会員にロータリーを理解出来るように力を注ぐ事です。

勝って白星発進しました。28 日に世界ランキング 1 位のア
イルランドと戦うそうですが、これから 44 日間熱戦は続くそ
うです。ラグビーは激しいイメージとは裏腹に、紳士のスポ
ーツとも言われています。ラグビーの基本精神に「One for

➀本年度は RI の定款が改正される年度なので、クラ
ブの定款細則も改定する仕事があります。
②新入会員のインフォメーションを行います
③クラブ活性化のための情報を提供します

All, All for One」という考えがあり「一人は全員のため、全

➀番目の定款細則の改正について、先日武生 RC 定款細

員は一人のため」という意味で、チーム全員のために自分

則特別委員会で、2019 年度定款細則改正について話し

を犠牲にする自己犠牲の精神で、選手一人一人は相手チ

合われました。11 月頃に地区から、2019 年度版、標準 RC

ームに向かい合い、チームはそんな一人の選手を助ける

定款として和訳され統一されたものが送られてくるようです

ために一丸となるからだそうです。

が、細則の部分で、武生 RC はこうしていきたいという様な

ところで、先日 NHK でも取り上げられていましたが、日本

決まり事を盛り込む予定で、近々、会長の方からその方針

代表の FW フォアード用ジャージーの生地に福井市の「福

が示されるものと思います。その委員会の話の中で、情報

委員長は新入会員に対して、しっかりインフォメーションし

無駄になっています。毎週大体の数の弁当は揃えておか

ているのかと問いただされまして、〝やってます“と言い切

なければなりません。会費を払っているのに、弁当が無い

れず知識のなさに愕然とし、なすべき事をしなければと思

のは失礼となるからです。スエーデンのグレタさんも言って

っています。

います。もう大人達に頼っていられない！ 食べ物を大切

先日、知人の RC 会員との話です。 彼のクラブの例会

にしましょう！それは人類の環境問題です！話を戻して、

卓話で、ポールハリス、シェルドンなどが残したロータリー

標準ロータリークラブ定款第１２条第一節、『出席』の項を

の歴史等、自分なりに解釈して『職業奉仕』の話をしました

再度一人一人読んでいただきたいと思います。

が、後日、入会して１年ぐらいの若い会員から、｢RC って宗
教団体じゃ無いんですね｣と言ったとあきれていました。話

ニコニコ箱・・・ 23,000 円 累計 420,000 円

を聞くと、取引先会社の社長から、 ｢RC へ入ってくれ｣と、

・本日もよろしくお願いします。
【敦賀 RC

かなり強引に入会を勧められ、NO と言えず何をする団体
かもよく分からないまま入会を了解したが、インフォメーショ
ンで｢親睦が大切なので、みんなで楽しくやっていきましょ
う｣と、好意的に迎えられ、例会ではみんなで奇妙な歌を歌

山本ガバナー補佐】

・山本ガバナー補佐様、ようこそ。
【三村昌之】【辻岡俊三】【田中大成】
・ニコニコの一部は上着代に？それはないでしょう。

い、時には手をつなぐこともあり、すべて仕事のためと思っ

【藤谷家也】

て、１年間こらえてきたというのです。友人はこんな話あり得

・ちょっと良い事がありまして。

ない話だと思うけど、若者に RC に対しての社会的位置づ

・本日卓話をさせていただきます。

けが必ずしもある訳でないと、改めて認識する必要がある

・職業奉仕委員会として、武生府中 RC の協力をさせ

と言います。ニコニコとして優しいばかりのロータリアン。RC

ていただきました。協力いただいた武生 RC メンバー

【佐々木忠彦】
【田中

茂】

の決まりをきちんと伝えず、弁当を食べるだけの集まりでは、 ありがとうございました。
【井上常宏】
RC は何かが伝わらず弱体化して行くと危機感をあらわに
・山本ガバナー補佐ようこそお越し下さいました。
していました。

田中茂さん、卓話よろしくお願いします。【宮前貴司】

ここで RC の基本をワンポイントレッスン、お浚いしましょ

・次男が表彰され、新聞に載りました。野球部ではあ

う！ 武生 RC の例会では、ロータリアンの義務である本日

りません。

の例会に、どなたが出席してどなたが欠席するか集まって

・本日例会欠席させていただきます。 【西本久美子】

みるまで分からないです。RC 全部がそうであるのかどうか

・お彼岸法要のため早退のおわび

分かりませんが、近くのクラブにメーキャップに行くと、テー

・台風対応で泊まり込みでしたが、何事もなく良かっ

ブル席に出席者のネームプレートがあり出欠を事前に把

たです。

握しています。当たり前です。このような事に関して定款細

例会変更情報／福井県内ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付（10 月 2 日～10 月 15 日）

則にまとめられています。一般規定『出席』の項目には、会

10 月 10 日 福井 RC 12:00～12:30 ユアーズホテルフクイ 1 階

員は本クラブの例会、あるいは細則により定められている

10 月 11 日 福井あじさい RC12:00～12:30 ホテルリバージュアケボノ

場合は衛星クラブの例会に出席し、本クラブの奉仕プロジ

10 月 11 日 福井西 RC 12:00～12:30 バードグリーンホテル

【宇野賢治】
【市川隆成】
【奥村

充】

ェクト及びその他の行事や活動に参加するべきものとする。 ＊変更の無い各クラブの定例例会については、ロータリーの
（標準 RC 定款第１２条第一節） 例会に出席できなかった
友ホームページ等にてご確認ください。

場合は、例会日を挟んで前後２週間にメーキャップをしな
くてはならないとなっています。メーキャップの方法につい
ては、会長もしくは出席委員長から後日詳しく説明があると
思いますが、例会出席は、年会費の納入とともに会員の義

TRGC 宮本俊会員ホールインワン記念ｺﾝﾍﾟ（8 月 10 日）
★祝！小林幸一会員がエージシュート達成（※）
※自分の年齢、あるいはそれ以下のスコアで 18 ホールを回ること。

務であると認識する必要があります。仕事と重なった時、ロ
ータリアンは欠席で終わるのではなく、決められた方法でメ
ーキャップをしなくてはならないとなっています。是非、み
んなでこのことを守るようなクラブにしていきたいと思います。
また、例会をやむなく欠席する場合、社会人としてのマナ
ーとして欠席の連絡をしてほしいと思います。弁当が余り、

本日(10 月 1 日)例会

10 月 8 日

10 月 15 日→19 日

第一例会行事

米山奨学生卓話

移動例会（ＩＭ）

会員卓話
梅田雅彰会員

楊

嘉琛さん

敦賀市民文化センター

10 月 22 日
休

会

