
　　９月は「基本的教育と識字率向上月間」です。　　　         －  基本的教育と識字能力をすべての人々に与える機会を  －
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寄付金の状況

 8月  20日分 累　計 目   標 

ニコニコ箱 75,000円 481,000円 3,000,000円

米山奨学金 12,000円 840,000円 2,430,000円

ロータリー財団 12,000円 1,393,200円 3,177,000円

ありがとうございました。

清水則明
6名の皆様、ご入会おめでとうございます。 ( 石丸敦士 )
福井銀行 長谷川さんはじめ多くの入会者を祝して。 ( 清水嗣能 )
会長の格調高い開会ご挨拶に感動しました。 ( 野村直之 )
6 人の新入会員の皆さん、よろしくお願いします。 ( 林　正岳 )
和やかに和を尊ぶ例会いいですね。今日も出席できる権利があ
ることを喜びたいと思います。 ( 宮﨑茂和 )
 各　君

清水則明
申し訳ありません。早退致します。 ( 油谷啓司 )
今年度もよろしくお願いします。 ( 伊藤　彰 )
お陰様で今日も元気に例会に参加出来たことに感謝。
 ( 出雲路康照 )
３男 彰宏の 17 回忌を先日永平寺法堂及び祠洞殿にて極内輪
で取り行いました。交換留学生の時には、ロータリーの皆様に
大変お世話になりありがとうございました。 ( 菅原将高 )
 各　君

本日より入会させて頂きました。これから宜しくお願い致します。
 ( 加藤有司 )
ロータリーに入会し、皆様にお会いでき、大変嬉しいです。
 ( 佐竹　新 )
福井 RC創立 70 周年の佳節 本日入会でき感謝します。
 ( 田中成治 )
本日より入会させていただきます。ご指導の程宜しくお願い致
します。 ( 長谷川英一 )
入会させていただきありがとうございます。 ( 村田良昭 )
新会員の入会を心から歓迎します。 ( 清水則明 )
長谷川 英一さん、ご入会おめでとうございます。 ( 油谷啓司 )
田中 成治さん、村田 良昭さん入会おめでとうございます。
 ( 今村善孝 )
たくさんの新入会員、誠におめでとうございます。ロータリー
万歳。 ( 江守康昌 )
加藤さん、佐竹さん、田中さん、長谷川さん、村田さん、山
本さん、ご入会おめでとうございます。ロータリーライフ楽し
んで下さい。 ( 清川卓二 )
新入会員の加藤 有司君を宜しくお願い致します。 ( 後藤正邦 )
加藤さん、長谷川さん、山本さん、佐竹さん、田中さん、村
田さん、ご入会おめでとうございます。 ( 中村健一 )
加藤 有司さん、おめでとうございます。 ( 増田喜一郎 )
新会員 6名方、ご入会おめでとうございます。 ( 渡邉義信 )
末娘が女の子を出産して待望の13番目になる孫と対面出来て、
ニコニコです。 ( 片岡正明 )
都合により早退致します。 ( 小藤幸男 )
【副委員長就任】英　貴子
【皆出席御祝】田畑賢一
【在籍御祝】英　貴子
【誕生日御祝】渡辺崇嗣
誕生日御祝 / 入会おめでとうございます。福井 RCを楽しんで
下さい。 ( 畑下徳洋 )
誕生日御祝 / 今年はコロナ禍にて大変な年ですが、1年健や
かに過ごせるようより一層身体に気を付けます。 ( 堀内康代 )
【配偶者誕生日御祝】鍋屋昌明・村田長隆
配偶者誕生日御祝 / 新会員の皆様、ご入会おめでとうございま
す。 ( 上田祐広 )
 各　君

　本日6名という多くの新会員の入会があ
ります。ほとんどの方が交代による入会で
すが、心から歓迎を申し上げます。クラブ
会員数は現在136名となります。

　当クラブの目標会員数は140名を目指しておりますが、今
年度のRI会長のホルガー・クナークさんも第2650地区の松
原 六郎ガバナーも、数を増やすことより、クラブに合う人
を選んでもらいたい、そしてクラブも新会員の面倒をよく
見てもらいたいとおっしゃっています。
つまり会員増強の“増”より“強”を主張されています。　　
　しかしながら、私としては期首の会員数より一人でも増
やして期末を迎えたいと考えておりますので、時節柄厳し
いかと思いますが、引き続き会員増にもご支援を宜しくお
願いします。
　さて、先週のお盆は、どのように過ごされましたでしょ
うか？新型コロナにより移動自粛があり、また都会からの
帰省も制限されており、例年とは違ったお盆だったのでは
ないでしょうか？私もどこへも行かず、家族と食事をした
ぐらいです。その時、孫から「お盆玉ちょうだい」と言わ
れました。“お盆玉”って何かご存知でしょうか？正月には
お年玉がありますが、お盆にもお小遣いが欲しいので、“お
盆玉”らしいのです。上手く考えたなぁと思って、お盆玉を
渡しました。
　しかし、ネットで見ると“お盆玉”は江戸時代からの風習
のようです。　当時、丁稚奉公していた子供たちが自分の
家に帰れるのは正月とお盆の年2回だけで、その時にお小遣
いとして渡したのが正月はお年玉、盆はお盆玉との事でした。

　孫が考えたオリジナルかと思って感心して渡したのです
が、いっぱい食わされました。　
　また、お盆は日本人にとって忘れてはいけない終戦の日
でもあります。この時期、テレビや新聞などで終戦当時の
番組や記事が特集されます。
　先日、ラジオで樺太（サハリン）の話がありました。　
北海道　稚内の北にある島で戦争当時は日本領でした。　
1945年8月15日に天皇陛下の玉音放送により終戦となった
わけですが、樺太ではそのあとも旧ソ連軍が侵攻を止めず
戦闘が続いたそうです。その樺太の真岡というところで電
話交換にあたっていた真岡郵便電信局の女子職員の話です。
ソ連軍の攻撃を避けるため北海道へ全員引き上げるよう緊
急疎開命令が出たそうですが、通信は大事な仕事なので、
一部の職員は残って電話交換業務にあたりました。ソ連軍
が攻めてくるまでに、残った職員を避難させる予定でしたが、
避難船が来る前にソ連軍が真岡港から上陸してきて、万事
窮すとなってしまいました。そこで女子職員は、職場を守
るため、自身の純血を守るため全員青酸カリで集団自決し
たそうです。9名の方が亡くなり、「北のひめゆり」とも呼
ばれています。それが75年前の今日8月20日です。沖縄や
硫黄島、インパールなど南の方での戦いはよく知られてい
ますが、北のはずれでも同様のことがあったことを知りま
した。
　福井でも空襲により沢山の方が亡くなっており、第二次
世界大戦で亡くなった日本人は310万人（軍人230万人、民
間80万人）と言われています。　戦闘で亡くなった方より、
食べるものがなく餓死で亡くなった方のほうが多いと聞き
ました。
　現在、新型コロナで多少大変な状況ですけれども、食べ
るものが食べられ、やりたいことが出来る平和な時代に、
また平和な場所で生かされていることに感謝し、日々 世の
ため人のために努力しなければと思います。

■ 9月10日(木)  
 会員卓話(山岸  靖夫 会員)
■ 9月17日(木)  
 クラブフォーラム
 講話(キャリア教育推進委員会
   荻原  昭人 委員長)
■ 9月24日(木)  
 ゲスト卓話(戸田  正寿様)
■ 10月  1日(木)  
  栄誉行事/米山奨学生卓話
■ 10月  8日(木) 
  ゲスト卓話(西ヶ谷  力哉様)

12 時 30 分　　開会点鐘　会長挨拶
 米山奨学金授与 ( グエン ホアン カン君 )
 栄誉行事
 皆出席御祝 /  清水  正一 (10 年 )・清水  嗣能 (8 年 )・清水  則明 (6 年 )・
  谷﨑  由美子 (6 年 )・清川  卓二 (3 年 )・山野井  秀一 (1 年 )
� 在籍御祝 /  小藤  幸男 (15 年 )・岩﨑　新 (10 年 )・竹原  和行 (10 年 )
 誕生日御祝 /  木瀬  雅博・清水  正一・村田  長隆・北島　恬・藤井  健夫・
  加藤  幹夫・伊藤　勗・登谷  大修・高木  義秀・清水  盛伸・
  奥村  隆司・吉田  清二・伊藤  仁一郎・渡辺  和男・市橋  加奈子・
  尾崎  隆伸
 配偶者誕生日御祝 /  山本  啓史・清水  則明・林　洋三・平野  洋一・村上  与司和・
  萬谷  宏治・菅原  将高・角谷  恒彦・江守  康昌・浅井  正勝・
  小野田  亮
 結婚記念日御祝 /  白江  文夫・加藤  有司・中山  浩成・中島  良成・江守  康昌・
  加藤  幹夫・石丸  敦士
 委員会報告・幹事報告・その他
 会員卓話 ( 桑原  慎治会員 )  　　演 題「福井と桑原家」
13 時 30 分　　閉会点鐘

今後の予定

2020-21 年度  会 長

清水  則明

本日の例会 2020年 9月 3日　第3415回

会長挨拶

米山奨学特別寄付金

お知らせ

ロータリー財団増進特別寄付金

ニコニコ箱

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：村田  長隆　副委員長：谷﨑  由美子　委員：西澤  雄二・椿原  徹也・橋本  一也・竹内  宏司
ソングリーダー♪   ： 野尻  章博 　　　サブリーダー♪ ： 木村  憲一・木瀬  雅博・杉本  裕之・長谷  美左子・白江  文夫・松田  将裕
ホームページ    http://www.fukui-rotary.com/    E-mail info@fukui-rotary.com
創立　1950年（昭和25年）10月15日　RI承認　1950年（昭和25年）12月4日（承認   № 7647）             

※上記　米山奨学金、ロータリー財団　累計は 8/31 現在　
    上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。
　　米山奨学金               770,000 円
　　ロータリー財団   1,291,200 円

次回の例会 ■ 開会点鐘 ： 12時30分
■ 閉会点鐘 ： 13時30分

■ 会場：ザ・グランユアーズフクイ
■ 会員卓話 ( 山岸  靖夫 会員 )2020年 9月 10日(木)

■舞鶴ロータリークラブ　
　　事務局　電話番号・FAX 番号・メールアドレス変更

　2020 年 9月 1日（火）よりクラブ事務局の電話番号、
FAX 番号、メールアドレスを下記の通り変更致します。

【新　電話番号】　　　　０７７３―７７―５２６５
【新　ＦＡＸ番号】　　　０７７３―７７―５２６６
【新　メールアドレス】　　mai-rc@dream.jp



①　先般の理事会において、9月は通常の
毎週例会を開催することで了承。
　会食を伴う会合は、地区からも自粛要請
が来ていますので、昨今の感染状況を考慮

して、お弁当をご用意いたします。
　なお、お腹が空くとのご意見もいくつか頂戴しておりま
すが、会食が一番感染の危険があるとうことでご理解いた
だければと思います。
　また、しばらくの間は、委員会も会食を伴う開催は自粛
をお願いしたいと思います。当面、路辺会談も延期をする
こととなりました。会食を伴わない委員会の開催はOKです。

②　今年度のクールビスの期間は 9月末までとします。
ドレスコードは、特に設けており
ません。ロータリアンとしての品
格のある服装でお願いします。

③　上期会費の納入の〆切りは本日の 8月 20 日となって
います。まだの方は納入のほどよろしくお願いします。
④ 　次週 27 日は休会となります。次回は 9月 3日となり
ます。お間違えのないようにお願いします。
　

幹事報告

幹  事　田畑  賢一

● 現在会員 136名
● 出席者 96名
● 欠席者 29名
● 出席免除者欠席 11名
● 今回例会出席率 76.8％

● メークアップ 7名
● 欠席者 29名
● 修正出席率 75.4％

  7 月 16 日 ●メークアップ　　　谷﨑由美子(8/8 地区 第1回 社会奉仕委
員会) 各　君

 2020 年  8 月  20 日　　第 3414 回　
2019-20 年度　会計　清水  正一

　積極的な活動を通じて様々な事を学んで
いきたいと思います。
　精一杯頑張りますので、よろしくお願い致します。

大日メタックス㈱　代表取締役社長
加藤  有司 会員

　この度、加藤の後任として入会させてい
ただき、有難うございます。
　ロータリーの基本理念をよく理解し、皆様のご指導をい
ただきながら活動していきたいと思います。

オリックス㈱　福井支店　支店長
佐竹　新 会員

　伝統ある貴クラブで、ロータリーの中核
的価値観と行動規範に則り、　微力ですが奉仕させていただ
きます。

北陸電気工事㈱　福井支店
執行役員支店長　田中  成治 会員

　この度、伝統と格式ある福井ＲＣに入会
させていただき誠にありがとうございます。
　何卒よろしくお願いいたします。

㈱福井銀行　取締役兼代表執行役常務
長谷川  英一 会員

　入会させていただき有難うございます。
地域の皆様のお役にたてるよう努力していきます。

北陸電力㈱　福井支店
執行役員支店長　村田  良昭 会員

　企業人、一個人として多くの事を学び、
また、微力ながら少しでも皆様方のお役に立てる様努めて
参ります。

学校法人あおい学園　理事長
山本  晃司 会員

入会セレモニー

例会報告

2019-20 年度　収支決算報告

　8月 6日に開催されました理事会において、2019-2020 年度  収支決算報告書が承認を得て確定しましたの
で、会員の皆様にご報告いたします。

＜概況＞
　一般会計の収入は、コロナの影響により約４カ月間の例会を休会したことに伴い、年会費の一部返金を行なった結果、大き
く減少いたしました。
　支出については、例会や事業が開催されなかったため大幅に減少し、結果的には約 100 万円の次年度繰越金の増加となりま
した。
　特別会計のニコニコ箱収入は、例会休止に伴い寄付金収入が減少したこと、支出において米山奨学生延長支援金が増加した
ことにより、約 50 万円の繰越金の減少となりました。
＜主な収支項目＞
・例会休止に伴う会費の返却 389 万円 ・財団寄付金・米山記念奨学寄付金、共に年間収入目標を達成
・希望の風奨学金、今年度より復活 69 万円 ・例会休会に伴う支出の減少、予算比 △291 万円
・地区大会中止に伴う支出の減少、予算比 △44 万円 ・特別会計ニコニコ箱収入の不足額、予算比 △47 万円
・特別会計支出、米山奨学生支援金の増額 84 万円 ・次年度への繰越金、一般会計 2,279 万円、特別会計 714 万円

プログラム委員会　覺井  浩一 委員長

委員会報告

松原  六郎ガバナーからのお願い

　休止になっておりました卓話を 9月より再開させて頂きます。
　9月 3日と 9月 10 日は、会員卓話で、3日は桑原会員、10 日は、山岸会員の卓話を予定しております。

　9月 24 日、10 月 8日は、前年度、100％出席例会として予定しており、中止になりましたゲスト卓話、サントリーのペン
ギンのキャラクターのデザインで有名な三国出身の戸田様と「チコちゃんに𠮟られる」を担当されましたNHKのプロデューサー
西ヶ谷様の卓話を予定しております。是非、例会に出席いただけますよう宜しくお願い致します。

国際ロータリー第 2650 地区 2020‐21 年度
ロータリークラブ会員各位

　国際ロータリー第 2650 地区会員の皆様におかれましては、新型コロナウイルス禍においてもその困難を乗り越えて、職業
奉仕活動、社会奉仕活動などさまざまなご努力を続けておられることと拝察申し上げます。特に皆様の自助努力並びに各クラ
ブの感染防止や災害への奉仕活動に対して衷心より深甚なる感謝を申し上げます。
　しかしながら、この感染状況は 7月後半から悪化の一途をたどっており、危険度は益々高まっております。若者だから安全
というのは単なる確率の問題であり、若い方もたくさん重症化し、亡くなっておられます。私が目の当たりにした事例でも、
重症化はしなかったけれど、小さい我が子を人に預けて入院しなければならなかった若いお母さん、家庭で子供とお年寄りに
感染させてしまい、自分を責め続けている方、さまざまな不幸な事態が起きています。

　これまで通りクラブ行事の開催や実施内容はクラブ様のご判断であることに変わりはありませんが、今こそ、もう一度感染
拡大防止についてご配慮いただき、飲酒や食事を伴う会合、特に 3-4 人を超える規模の食事会合（多人数の会合）は当面の間
自粛して頂きますようお願い申し上げます（例会運営における感染対策（※）が十分なされた上での例会時の食事については
除外します。）
　また、止むを得ない事情で多人数の会合に出席した場合並びに府県をまたぐ移動を行った場合には、その直後の地区行事や
クラブ例会などへのご出席は控えていただくなどのご配慮をお願いいたします。
（※）地区行事の開催指針に準じる対応がとられている場合がこれに該当します。

　何も起きなかったという当たり前のことをもって成功とし、いつか感染収束が訪れた時に悔いが残らないことを目標にして
参りたいと思います。以上のことを心からお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染拡大防止のお願い

国際ロータリー第 2650 地区
2020‐21 年度　ガバナー　松原  六郎

2020 年 8月 3日

親睦活動委員会　前川  小百合 委員長

　本日、新入会員の方が 6名いらっしゃいます。親睦委員の方と新入会員の方は、名刺交換を行いますので、
例会が終わり次第、ロビーの方にお集まりください。
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