
　　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

 9月  3日分 累　計 目   標 

ニコニコ箱 100,000円 581,000円 3,000,000円

米山奨学金 12,000円 852,000円 2,430,000円

ロータリー財団 13,000円 1,406,200円 3,177,000円

ありがとうございました。

浅井正勝・小藤幸男・村中洋祐
桑原慎治会員、卓話ありがとうございました。 ( 清水則明 )
誕生日祝として。 ( 清水正一 )
今週から例会が平常通り開催されます。ご寄付お願いします。  
 ( 野村直之 )
 各　君

清水則明・小藤幸男・村中洋祐
カン君、元気で過ごしていますか。 ( 油谷啓司 )
カン君、暑さに負けず頑張って下さい。 ( 竹生知子 )
来週のピリケン弁当　期待しています。 ( 田畑賢一 )
 各　君

卓話ありがとうございます。 ( 桑原慎治 )
桑原さん、卓話ありがとうございました。先生のお陰で顔のシ
ミは薄くなりましたが、心のシミは未だ取れません。
 ( 佐々木知也 )
今月は「基本的教育と識字率向上」月間です。 ( 清水慶造 )
途中退席します。 ( 村井　勝 )
2 人目の孫が 9/1 に誕生。山本先生、お世話になります。
 ( 村中洋祐 )
桑原会員、卓話ありがとうございます。 ( 森川圭造 )
【皆出席御祝】清水嗣能・清水則明・谷﨑由美子・
 山野井秀一
皆出席御祝 / 引き続き皆出席頑張ります。 ( 清川卓二 )
【在籍御祝】小藤幸男
【誕生日御祝】伊藤仁一郎・加藤幹夫・北島　恬・清水盛伸・ 
 高木義秀・登谷大修
誕生日御祝 / 77 歳とまりました。城戸産科医院生まれです。
 ( 藤井健夫 )
誕生日御祝 / 皆さん、コロナウイルスの有効なワクチンが出来
るまで気を緩めず頑張りましょう。 ( 吉田清二 )
誕生日御祝 / 娘夫婦と孫が来月、シンガポールから帰ってきま
す。 ( 渡辺和男 )
【配偶者誕生日御祝】浅井正勝・江守康昌・清水則明・竹生知子・
 林　洋三・平野洋一
配偶者誕生日御祝 / 毎日暑いですが、頑張りましょう。
 ( 小野田亮 )
配偶者誕生日御祝 / いつもありがとう。感謝。 ( 角谷恒彦 )
配偶者誕生日御祝 / お陰様で仲良くやっています。 ( 菅原将高 )
配偶者誕生日御祝 / 感謝。 ( 萬谷宏治 )
【結婚記念日御祝】江守康昌・加藤幹夫
結婚記念日御祝 / 桑原さん、卓話ありがとうございました。
 ( 石丸敦士 )
 各　君

　相変わらず暑い日が続いています。　　
　日中、室内でエアコンを付けずに過ごし
熱中症になる方が多いようですが、その他
にも夜寝る時、エアコンの冷房と暖房のス

イッチを押し間違えて熱中症になるお年寄りがいるそうで
す。若い人なら暑くて目が覚めますが、お年寄りは暑さに
対しての感覚が鈍っていますので、知らぬ間に熱中症になっ
てしまうそうです。親族にお年寄りがいらっしゃる方は、
気を配ってあげてください。
　先月はピアノの向坂先生の話をしましたが、もう一人福
井RCを陰で支えてくれている事務局の吉川さんの話をしま
す。
　事務員歴はパート時代も含めると8年になります。この大
所帯を一人で切り盛りしてもらっています。特に当クラブ
には個性豊かな会員さんが多くいらっしゃいますので、対
応が大変だと思いますが上手にこなしてもらっています。
　お子さんは男の子と女の子の2人です。息子さんは、ご存
知の方も多いと思いますが、3年前に坂井高校が福井県代表
で夏の甲子園に出場した時のエースです。現在は専修大学
の3年生で、今も野球を続けています。お嬢さんは、今年　
東京の大学に進学し、吉川さんに似て才女とのことです。
　将来は英語を活かせる仕事に就きたいそうですので、皆
さんの中でその様な人材が必要な方は今から個別に話をさ
れると良いと思います。ご主人の勤め先は敦賀の会社なので、
毎日JRで通われています。お子さん2人東京の大学へ行か
せていますので、仕送りが大変らしいのですが、それが吉
川さんのパワーの源だと思います。　

　今月から毎週例会が開催される予定ですが、会長挨拶の
ネタ探しが大変であります。
　前年度の林会長は、「医療Q&A」という職業を活かした話
を挨拶の中でされて、私も大変興味深く聞かせて頂きました。
　私も仕事柄　何かないか考えましたけれど、運送会社で
すから、医療関係や皆さんのような特殊な専門的な知識の
いる仕事ではないので、困っています。
　ただ、ここにいるほとんどの方が自動車の運転をされる
と思いますので、交通事故防止という観点で皆さんに何か
ヒントになる話ができればと考えています。
　釈迦に説法になるかもしれませんが、運転をすれば交通
事故のリスクは誰しもゼロではありません。交通事故にま
つわる話とか事故発生時のドライブレコーダーの映像をご
覧いただいて、事故の背景とか原因やどうしたら防げるか
をお話したいと思います。
　最近は、“あおり運転”などから自分を守るために、皆さ
んにも馴染みが深いドライブレコーダーですが、我々のト
ラック運送業界では10年近く前からすでに取り付けていま
す。飛行機にブラックボックスがある様に、トラックも万
一の事故の時の真実を記録し、事故の原因とか背景を知る
ために導入致しました。
　また、ドラレコの映像は事故防止活動にも使えます。　
弊社でもドライバーの事故防止講習に使用しています。　
映像を見ることによりあたかも自分が運転しているかのよ
うな疑似体験ができるので、事故直前の映像を見て、同じ
ような運転はしないとか、どこに危険が潜んでいるか考え
る＝危険予知能力の向上を養うことが出来ます。耳で聞く
より、目に訴える方がはるかにインパクトがあり印象に残
ります。
　今後、特にお話することがない時は、ドラレコの映像な
どを見てもらって事故防止の話をさせて頂き、少しでも皆
さんのお役にたてれば幸いです。

■ 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)
■10月15日(木)
  福井ローターアクトクラブとの
     合同例会

12 時 30 分 開会点鐘　
 会長挨拶
 表　彰 /  2019-20 年度　ガバナー賞 2部門受賞
 「人びととつなぐ部門・行動する部門」
 米山記念奨学会「９千万円　達成クラブ」
 福井あじさいロータリクラブ　記念事業 PR
 委員会報告・幹事報告・その他
 会員卓話 ( 山岸  靖夫会員 )   
 演  題「建築構造の伝統」
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 10日　第3416回

会長挨拶

米山奨学特別寄付金

ロータリー財団増進特別寄付金
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2019-20 年度　佐竹  力總ガバナーより

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
■ クラブフォーラム
　 キャリア教育推進委員　講話 ( 荻原  昭人委員長 )

2020年  9月 17日(木)

〔ガバナー年度を振り返って〕

　令和最初の記念すべきガバナー年度、2019-20 年度マーク・
ダニエル・マローニー RI 会長は、テーマを「ロータリーは
世界をつなぐ」とされました。私達ロータリアンは世界で地
域社会で、そして自分自身の中で持続可能な良い変化を生む
ために、人々は手を取り合って、つながりを築き、行動する
世界を目指していくことを提唱されました。これを踏まえ地
区　スローガンを「伝統と革新　世界はひとつ」とさせて頂
きました。
　まず地区研修協議会 (4 月 20 日 ) の登録料の無償化、7 月
4日から10月23日まで公式訪問96クラブ（51ヶ所）の実施、
インターシティミーティングも今年度より１組増え 6 組へ、
参加者も増え、成功裡に終了しました。公式訪問を通じ、
96 クラブの各会長さんは、会員の増減に関わらず、それぞ
れの地域に根ざされた文化を大切に、逆に地域になくてはな
らないクラブとして活性化の努力をされている事に感銘を受
けました。
　前半を振り返ってみますと、暗いニュースとしましては、
台風による災害、9 月に九州北部豪雨災害（佐賀県）に地区
かつ義援金 200 万円、10 月に台風 15 号災害（千葉県）に
100 万円を送金、さらに追い打ちをかける様に台風 19 号が
東日本に甚大な被害をもたらし、10 月には沖縄・首里城の
火災が発生しました。一方、明るいニュースとしましては、
天皇陛下の御即位をお祝いする数々の国家行事、ラグビー
ワールドカップ開催に伴う日本チームの活躍等がありまし
た。
　そして令和 2年を迎え、記念すべきオリンピックイヤーで
日本中が湧上がっている中、1 月中国の武漢から突如新型コ
ロナウイルス (COVID-19) による感染拡大の脅威が襲い、日
本で初めての「緊急事態宣言」が4月 16日全都道府県に発令、
世の中を天国から地獄へと一変させてしまいました。当地区

運営におきましても、当年度最大のイベント、約 3000 人に
も登る登録者の皆様をお迎えする予定だった地区大会の中
止、予定されていた 12 クラブの周年事業、5月の RYLA 研修、
6 月にホノルルで開催予定の「国際大会」もすべてドミノ倒
しのごとく中止となってしまいました。今まで誰もが経験し
た事のない未曾有のコロナ危機に陥って、生業の不安も重な
り、正直私の頭の中は何もできない虚脱感に襲われました。
　この状況下、千 玄室大宗匠より『何もしないで手をこま
ねいているより、今こそロータリアンとしての存在感をもっ
て何が出来るか「Lend a hand」を実践しなければと思います』
との激励文を頂きました。まず出来る事からと、ちょうど愛
知県の同期ガバナーから「フェイスシールド」寄付のプロジェ
クトが提案され即座に賛同し、すばやく 4 月下旬、4 府県
10 市に計 5万個を寄贈し、大変喜ばれました。
　未来を担う青少年奉仕関係では、ローターアクトクラブ
（25クラブ、184名）インターアクトクラブ（20クラブ、655名）
がありますが、残念ながら青少年交換プログラムはインバウ
ンド、アウトバウンド各 5名、コロナ禍安全第一を考え全員
帰国、RYLA 研修も中止となりました。
　一方、米山記念奨学生は 50 名と全国一、財団奨学生も 9
名合格（3名辞退）と素晴らしい活動をされました。
　地区ロータリー財団関係では、地区補助金 68 件、グロー
バル補助金 4 件、新世代育成基金 32 件と年々補助金事業が
増加し活性化されつつあります。又、7 月末締切のガバナー
賞には 27 のクラブ（行動 24 件、人 20 件）の申請を頂き、
松原年度に明るい光明が見えてきました。又、ガバナー杯野
球大会、ポリオ撲滅チャリティー、ゴルフ大会等同好会活動
も活発に行われました。何も出来ない最悪のコロナ禍、96
名の会長、14 名のガバナー補佐、25 名の地区委員長を始め
とするロータリアンお一人おひとりの「善意　奉仕の心」で
なんとか港に戻ることが出来ました。
　この一年間本当にありがとうございました。



①  今月からは、毎週例会を開催します。9月はお弁当としますが、感染状況をみながら、スクール形式で食
事をできないかは、本日の理事会で検討をしていきます。今後の対応も都度理事会で検討していく予定です。
②  お弁当ですが、グランユアーズさんより、ロビーでの飲食は他のお客様もいらっしゃるということで、原則、
ご遠慮いただきたいとのことです。本日のみ、理事会がありますので、こちらの会場での飲食は可とさせてい

ただきます。
③  来週は例会となります。山岸靖夫会員による会員卓話です。テーマは「建築構造の伝統」です。どうぞご期待ください。
④  本日、13：45 より、理事会を行います。この会場後方で開催します。昼食はこの会場でお召し上がりください。

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　　　伊藤仁一郎(8/30 地区 青少年交換 帰国
報告会・9/5 地区 第1回青少年奉仕担当者会議)、木村憲一
(9/2 地区 RLI 委員会 会議)、寺本光宏・中山浩成・林 洋三(9/5 
第1回 青少年奉仕担当者会議(ZOOM))、渡邉義信(9/9 地区 次
年度委員会懇談会) 各　君
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八幡神社 ( 福井市城東 )

第 31 代　内閣総理大臣
岡田  啓介

岡田  啓介　生誕地の碑
( 福井市日之出３丁目 )

迫水  久常

迫水 久常氏の自筆の書

桑原  慎治 会員

皆出席御祝

米山奨学金　授与

2020 年度　米山奨学生
グエン ホアン カン君に
清水  則明会長より
奨学金が渡されました。

ボリュームたっぷりの
ユアーズさん
洋風お弁当

配偶者誕生日御祝

在籍御祝
清水  正一会員 (10 年 )・清水  嗣能会員 (8 年 )
清水  則明会員 (6 年 )・谷﨑  由美子会員 (6 年 )
清川  卓二会員 (3 年 )・山野井  秀一会員 (1 年 )

小藤  幸男会員 (15 年 )
岩﨑　新会員 (10 年 )
竹原  和行会員 (10 年 )

木瀬  雅博会員・清水  正一会員・村田  長隆会員
北島　恬会員・藤井  健夫会員・加藤  幹夫会員
伊藤　勗会員・登谷  大修会員・高木  義秀会員
清水  盛伸会員・奥村  隆司会員・吉田  清二会員
伊藤 仁一郎会員・渡辺  和男会員・市橋 加奈子会員
尾崎  隆伸会員

白江  文夫会員・加藤  有司会員・中山  浩成会員
中島  良成会員・江守  康昌会員・加藤  幹夫会員
石丸  敦士会員

山本  啓史会員・清水  則明会員・林　洋三会員
平野  洋一会員・村上 与司和会員・萬谷  宏治会員
菅原  将高会員・角谷  恒彦会員・江守  康昌会員
浅井  正勝会員・小野田 亮会員

誕生日御祝

結婚記念日御祝

栄誉行事

例会報告

会員卓話

　私、桑原 慎治は昭和 47 年、福井市城東に生まれ、高校まで福井で過ごし、卒業後、平成 9年金沢大学工学部、
平成 11 年に金沢大学大学院工学部を卒業、平成 18 年、北里大学医学部を卒業し、北里大学病院勤務を経て、平成 23 年福井
大学医学部付属病院へ出向しました。平成 24 年には北里大学皮膚科助教に就任、平成 25 年に福井市成和 1丁目に「くわばら
皮膚科クリニック」を開業しました。
　桑原家の先祖は 950 年前､所謂、平安時代に京都で生まれた。戦国時代（15 ～ 16 世紀）の 1582 年には、桑原 次右衛門貞
成が羽柴 秀吉から 2代目「京都所司代」に任命された。貞成は、織田 信長の葬儀で奉行も務めた。1596 年、貞成は福井市城
ノ橋向村（ムカイムラ）（現：福井市城東）に八幡神社を寄進し、開村した。以後、代々、福井神社庁の理事を受け継いでいる。
　祖父の桑原 正治は、第 31 代内閣総理大臣の岡田 啓介の女婿「迫水 久常」と親交があり、北陸初の電波使用許可取得の切っ
掛けともなった。その「迫水 久常」の自書が、現在も桑原家の座敷に飾られている。「迫水 久常」は弁護士で、大蔵官僚、郵
政大臣を歴任してきた。1945 年 8月 14 日の終戦日前日の最後の御前会議では、内閣書記官長として、昭和天皇の御発言を記
録している。
　曾祖父の弟（次男）の治三郎は、鯖江の福島 文右衛門（1873 ～ 1937）の元に養子に行った。福島 文右衛門は、越前電気を
設立し、福井県農工銀行（後に日本勧業銀行に合併）の頭取を務めたのち、明治 44 年、福井県多額納税者として貴族院議員
に互選された。現在の鯖江の西山公園も元は福島家の庭であったが、鯖浦（セイホ）電気鉄道（鯖江～織田）や福井県鯖江女
子師範学校（後に鯖江高校に統合）の創設にも関与した人物で、治三郎もその功績に大きく関わっている。
　曾祖父の弟（三男）の岩次郎は、東林家に養子に行った。東林 岩次郎（1880～1949）は、戦艦「山城（やましろ）」の艦長を務めた。
　祖父の正治は、国士館大学を卒業し、福井中学校の教頭を務めました。 
父の治は、富士フソー㈱、富士フソー精工㈱、富士フソー工事㈱、㈱テクノプランニングを立ち上げ、それぞれ、初代社長を
務めました。その後、福井エフエム放送㈱の創業に尽力し、社長を務めました。 
　また、公職としては、福井県文化振興事業団理事、福井交響楽団長、福井県スケート連盟会長、福井県アイスホッケー連盟
会長を務めました。父の亡き後、長男の寛治が事業を引き継いだが、48 歳の若さで早世し、次男の私（慎治）がクリニックを
運営しながら、その後を継いでいる。

演  題「福井と桑原家」
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