
第 3213 回　例 会 記 録　令和 4 年 4 月 19 日（火）

会長挨拶　第 68 代会長　野田義弘　　 

本日出席会員 33 名
メークアップ（前々回）6 名
出席率（前々回補正）　73.91%
「君が代」斉唱

ロータリーソング「我らの生業」

　先日17日にライオンズク
ラブ 60周年記念式典に行っ
てきました。何事をするにも
ウオーと叫ぶのを目の当たり
にして、ライオンズクラブに

入らなくて本当に良かった、ロータリークラブで良
かったと思ったのが今回の感想です。
　またコロナの話ですが、現在福井県の感染者数
毎日二百数十人、約30人に一人が感染しているこ
とになっています。我がクラブもちょうど平均値だ
から仕方ないですね。大阪は10人に1人、東京
は7人に1人、感染分からず無症状のまま治って
いる人もいるから、相当の確率ですね。いつ何時
うつってもおかしくないですね。西本会員に聞い
たのですが、コロナの死亡者数よりも自殺する人
の方が多いらしく、調べてみたらコロナのこの３年
間の死亡者数が約3万人、令和3年度だけで自殺
者は約 2万人だそうです。理由はいろいろあると
は思いますが、コロナによる経済の停止や生活困
窮が原因での自殺が増えてきているみたいで、我々
ロータリアンまた一経済人として、コロナから逃げ
ることばかり考えず、率先して経済活動をしてい
かねばならないと思います。私も生活困窮して自
殺するかもしれません。来月から野田ちゃん義援
金箱を設置するかもしれません。どうか皆さん義
援金のほどよろしくお願いしまして会長挨拶とさせ
ていただきます。

会員総数
48 名

プログラム

会長エレクト研修セミナー報告 
・クラブ協議会
� 河嶋　一会長エレクト

TAKEFU WEEKLY
2021−2022
R1テーマ

創　立／1954年（昭和29年）6月 30日	 例会日／毎週火曜日	 例会場／武生商工会館
事務局／〒915-8522　越前市塚町101　武生商工会館内	 会　長／野田　義弘	 幹　事／矢尾　主成
TEL.0778-23-5210・FAX.0778-22-2333　E-mail:takefurc@es.ttn.ne.jp	 	 会報委員長／有定　静子

ROTARY　INTERNATIONAL  DISTRICT　2650　　　　　　　　2022.5.10　　No.2628

国際ロータリー第2650地区
2022－23年度
会長エレクト研修セミナー（PETS）

国際協議会報告、ＲＩテーマ・年次目標、
地区運営方針・地区目標

2022－23年度 ガバナーエレクト 尾賀康裕
2022年３月19日（土）

このテーマロゴは、2023年のメルボルン大会に関係する
先住民のアーティストによってデザインされました。
☆円は相互のつながりを示します。
☆その周りの点は、私たちであり、7つの点は、ロータリーの 7 つの重点項目を表しています。
☆円とその周りの点はナビゲーションスター（航行のための星）であり、人を導く光です。
☆緑色の線は、掘り棒（肉体労働を行うときに使用）です。それは、私たちにとって、

People of Action（世界を変える行動人）であり、物事を成し遂げるための道具を表しています。
☆紫、緑、白の色は、DEI（多様性、公平性、インクルージョン）への称賛を示しています。
（人は）様々な形で自己表現する自由がありますが、それでも（すべて）特別なつながりがあります。
紫色はポリオ、緑色は環境、白色は平和に関するエンパワーメントと新鮮さを表しております。
また、これらの色は、女性の会員数を増やすための機会を私たちに与えている女性の運動にも
使われました。

2022－23年度
国際ロータリー会長テーマ

イイママジジンン ロローータタリリーー
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2022－23年度国際ロータリー会長
ジェニファージョーンズ氏のプロフィール

１９９７年、ウィンザー・ローズランド・ロータリークラブ（カナダ、オンタリオ州）入会、
ＲＩＩ副会長、理事、研修リーダー、委員会委員長、モデレーター、地区ガバナーを歴任しました。
また、ロータリー強化諮問グループ委員長を務め、ロータリーのブランド活性化の取り組みで
リーダー的役割を担いました。
現在は、ポリオ根絶活動のために1億5000万ドルのファンドレイジングを目指す、
「End Polio Now：歴史をつくるカウントダウンキャンペーン委員会」の共同委員長を務めています。

ウィンザーにあるMedia Street Productions Inc.の創業者兼社長です。
ウィンザー大学の理事長、ウィンザー・エセックス地域商工会議所の会頭を務めたほか、
その奉仕活動が称えられ、YMCA Peace Medallion、Queen's Diamond Jubilee Medalを受勲し、
カナダ人初のウェイン州立大学Pecemaker of the Year Awardを受賞しています。
また、法学の博士号（LL.D.）を有しています。

超我の奉仕賞、ロータリー財団功労表彰状を受賞しているほか、夫のニック・クラヤシッチさんと共に、
アーチ・クランフ・ソサエティ、ポール・ハリス・ソサエティ、ロータリー財団遺贈友の会の会員となっています。

会長テーマ「イマジン ロータリー」

想像してください、私たちがベストを尽くせる世界を。

私たちは毎朝目覚めるとき、その世界に変化をもたらせ
ると知っています。

「「果果たたしし甲甲斐斐ののああるる責責任任をを会会員員がが担担ええるるよよううにに」」

会員の参加を促すために大切なのは詰まるところ会員にとっての心地よさ
と配慮です

積極的な参加こそが会員の維持にとって重要であり、会員がロータリーに
何を期待するかを尋ねたうえで、果たし甲斐のある責任を会員に与えること
が必要です。

ロータリーでの参加型の奉仕、人間的成長、リーダーシップ開発、生涯にわ
たる友情こそが、目的意識と熱意を生み出します。

- 6 -

2022－23年度国際ロータリー会長
ジェニファージョーンズ氏のプロフィール

１９９７年、ウィンザー・ローズランド・ロータリークラブ（カナダ、オンタリオ州）入会、
ＲＩＩ副会長、理事、研修リーダー、委員会委員長、モデレーター、地区ガバナーを歴任しました。
また、ロータリー強化諮問グループ委員長を務め、ロータリーのブランド活性化の取り組みで
リーダー的役割を担いました。
現在は、ポリオ根絶活動のために1億5000万ドルのファンドレイジングを目指す、
「End Polio Now：歴史をつくるカウントダウンキャンペーン委員会」の共同委員長を務めています。

ウィンザーにあるMedia Street Productions Inc.の創業者兼社長です。
ウィンザー大学の理事長、ウィンザー・エセックス地域商工会議所の会頭を務めたほか、
その奉仕活動が称えられ、YMCA Peace Medallion、Queen's Diamond Jubilee Medalを受勲し、
カナダ人初のウェイン州立大学Pecemaker of the Year Awardを受賞しています。
また、法学の博士号（LL.D.）を有しています。

超我の奉仕賞、ロータリー財団功労表彰状を受賞しているほか、夫のニック・クラヤシッチさんと共に、
アーチ・クランフ・ソサエティ、ポール・ハリス・ソサエティ、ロータリー財団遺贈友の会の会員となっています。

会長テーマ「イマジン ロータリー」

想像してください、私たちがベストを尽くせる世界を。

私たちは毎朝目覚めるとき、その世界に変化をもたらせ
ると知っています。

「「果果たたしし甲甲斐斐ののああるる責責任任をを会会員員がが担担ええるるよよううにに」」

会員の参加を促すために大切なのは詰まるところ会員にとっての心地よさ
と配慮です

積極的な参加こそが会員の維持にとって重要であり、会員がロータリーに
何を期待するかを尋ねたうえで、果たし甲斐のある責任を会員に与えること
が必要です。

ロータリーでの参加型の奉仕、人間的成長、リーダーシップ開発、生涯にわ
たる友情こそが、目的意識と熱意を生み出します。

- 6 -



本日（5 月 10 日）例会 5 月 17 日 5 月 24 日 5 月 31 日

第一例会行事
地区研修・協議会報告

夜間例会
武生府中RCとの懇親例会
18：00～　うおとめ

炉辺会合報告
RYLA報告

田中建設株式会社
西村　拓海氏

ニコニコ箱…13,000 円　累計　956,000 円

・河嶋会長エレクト、本日よろしくお願いいたします。
� 【野田義弘】【矢尾主成】
・結婚記念日自祝� 【米岡房直】
・河嶋会長エレクトセミナー報告お願いします。
� 【三村昌之】
・クラブ協議会よろしくお願いします。� 【河嶋　一】
・急きょ来ましたので、ノーネクタイで失礼します。
� 【宮前貴司】
・�本日炉辺会合 2班様、4月 21 日炉辺会合 4班様お待
ちしております。� 【西本久美子】
・�遅くなりましたが、杉本さん河合さん入会おめでと
うございます。� 【市川隆成】
・ちょっと� 【奥村　忠】

活性化を図るため必要なロータリーの中核的価値観

親睦 高潔性 多様性 奉仕 リーダーシップ
活性化を図るため必要なロータリアンとして持つべき資質

品格（忠）
ぶれない信念と価値観を持ち、真心を尽くすこと

教養（恕）
相手の価値観を理解し、思いやりの心をもつこと

「「君君ののいいううここととににはは反反対対ででああるるがが，，君君ががそそれれををいいうう権権利利はは死死んんででもも守守

ろろううとと思思うう」」（（ボボルルテテーールル））

２２００２２２２－－２２３３年年度度
地地区区運運営営ススロローーガガンン

感動、感激、そして感謝
感動（Impression）
ロータリアンってすごいですね！
感激（Emotion）
ロータリアンのような人たちにこれまで出会ったこと
ありませんよ！
感謝(Thanks) 
ロータリアンの皆さん、そしてロータリークラブ、
ありがとう！！
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  22002222--2233年年度度　　第第22665500地地区区ガガババナナーーののププロロフフィィーールル

氏　名 　尾賀　康裕　（おが　やすひろ）　

　　（近江八幡ロータリークラブ）

生年月日

最終学歴 　1977年3月　神戸大学 経営学部　卒業

職　　業 　株式会社　尾賀亀（取締役会長）

職業分類 　石油製品販売

＜＜ロローータタリリーー歴歴＞＞

2004年7月7日 近江八幡ロータリークラブ入会

2007～2008年 幹事

2010～2011年 理事（職業奉仕委員長）

2011～2012年 理事（新世代奉仕委員長）

2012～2013年 理事(ＳＡＡ会場監督）

2015～2016年 副会長（奉仕プロジェクト理事）

2017～2018年 会長エレクト

2018～2019年 会長

2019～2020年 理事

2020～2021年 地区社会奉仕委員会　委員

【その他】
ロータリー米山記念奨学会　米山功労者（第3回マルチプル）

ロータリー財団ベネファクター、ポールハリスフェロー

＜＜職職　　歴歴＞＞

1982年12月 株式会社　尾賀亀　入社　取締役就任

1997年 株式会社　尾賀亀　常務取締役就任

2000年 株式会社　尾賀亀　代表取締役就任

2019年 株式会社　尾賀亀　取締役会長就任

【【団団体体職職歴歴】】主主要要就就任任役役職職一一覧覧

＜＜企企業業関関連連＞＞

＜＜公公職職関関連連＞＞

＜＜業業界界関関連連＞＞

＜＜そそのの他他＞＞

学校法人ヴォーリズ学園（理事・評議員）、日牟禮八幡宮（責任役員）

公益社団法人近江八幡納税協会（会長）、近江八幡商工会議所（会頭）、
一般社団法人近江八幡観光物産協会（副会長）、
滋賀経済同友会（特別幹事）、滋賀県中小企業団体中央会（理事）

滋賀県石油協同組合・滋賀県石油商業組合（理事長）、
全国石油商業組合連合会（監事）、滋賀県綜合輸送協同組合（理事長）、
一般社団法人滋賀県トラック協会（理事（湖東支部長））

　　

　1955年3月4日生

　　

1977年～1982年12月　　トヨタ自動車株式会社

株式会社尾賀亀（取締役会長）、滋賀自工株式会社（代表取締役）、
滋賀自工運輸株式会社（代表取締役）、
滋賀中央信用金庫（非常勤監事）、
株式会社関西みらい銀行（社外取締役）
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国際ロータリー2650地区 

２０２２－２３年度 地区運営方針 

 

奉仕（布施）と親睦（多様性）の実践 
 

１， ロータリー運動の原点に帰りましょう！ 

社会奉仕、職業奉仕、国際奉仕、青少年奉仕など概念

論で奉仕を分類し奉仕活動を考えると活動が行き詰って

しまいます。もっと単純に奉仕を一体のものとして考え実

践しましょう。 

ロータリーという大木はクラブ奉仕、殊に親睦と友愛という

根を大地にしっかりと張って、そこに職業奉仕という大きな

幹が育ち、その幹から社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕、

財団といった多くの枝を出し、葉を茂らせているのです。 

 

２， 心のオアシスとなるクラブにしましょう！ 

クラブというものは何よりも友愛、親睦が大切です。 

デジタル社会の弊害として血の通った連帯感が薄れつつ

ある現代社会において、クラブこそ心のオアシスでなけれ

ばなりません。 

そしてロータリーという名を冠したクラブは、職業人が集ま

って親睦のオアシスで心を洗い、奉仕の自己確認をする

場所なのではないでしょうか。 

親睦の原点は、ルールにとらわれることのない自由でつ

い出席したくなる例会と情報集会にあると思います。 

 

３， 一人でも多くの人とロータリーを分かち合いましょう！ 

    自分という人間の質の向上のためにより多くの未知の人

を訪ね求めましょう。 

   そしてその相手の中にまた未知の彼/彼女を発見し、その 

人自身にもそれを自覚してもらい、会員同士の資質向上の

相乗効果一層高めましょう。ロータリーが人をつくるという

所以です。 

   そしてこのことこそがクラブとしての存在意義だと思います。 

   質や量の議論はやめて、ロータリーを分かち合える友を増 

やしていきましょう。 
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幹が育ち、その幹から社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕、

財団といった多くの枝を出し、葉を茂らせているのです。 

 

２， 心のオアシスとなるクラブにしましょう！ 

クラブというものは何よりも友愛、親睦が大切です。 

デジタル社会の弊害として血の通った連帯感が薄れつつ


