
　　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  10日分 累　計 目   標 

ニコニコ箱 52,000円 581,000円 3,000,000円

米山奨学金 11,000円 967,000円 2,430,000円

ロータリー財団 21,000円 1,533,200円 3,177,000円

ありがとうございました。

加藤幹夫・小藤幸男・須賀原和広・細江　究
ピリケンさん、弁当ありがとうございます。 ( 清水則明 )
福井市 PTA 連合会が主催した音楽祭はその後 2 週間経過して
も来場関係者から感染者が出ず成功に終わりました。
 ( 後藤正邦 )
山岸会員、卓話ありがとうございます。今日もお持ち帰り弁当が
楽しみです。 ( 野村直之 )
ガバナー賞　2部門頂きました。清川幹事のお陰です。
 ( 林　正岳 )
ロータリー日本財団の理事に再任されました。理事長は千 玄室
RI 理事です。平和奨励や財団奨励の委員会に配属され活躍す
ることになりました。財団への寄付ご協力の程宜しくお願いしま
す。 ( 宮﨑茂和 )
本日は卓話の機会を頂きありがとうございました。 ( 山岸靖夫 )
 各　君

市橋信孝・加藤幹夫・小藤幸男・須賀原和広
いよいよ寄付金累計１億円目指してのスタートです。今後とも
よろしくお願いします。 ( 清水則明 )
いつもありがとうございます。 ( 伊藤　彰 )
１億円へ。 ( 玉木　洋 )
 各　君

本日よろしくお願いします。
 ( 福井あじさい RC/ 会長 橿尾輝夫様 )
本日は例会に参加させていただき感謝いたします。来月４日
のドリームフェスをよろしくお願い申し上げます。
 ( 福井あじさい RC/ 山下徳太郎様 )
福井あじさい RC創立 20 周年記念事業の成功をお祈りします。
山岸靖夫会員、卓話ありがとうございます。 ( 清水則明 )
ガバナー賞、林パスト会長のリーダーシップと会員の皆様のご
協力と私の文書力の高さのお陰です。ありがとうございました。
 ( 清川卓二 )
入会のご承認誠にありがとうございます。 ( 山本晃司 )
山岸さん、卓話ありがとうございました。 ( 浅井正勝 )
山岸さん、卓話ありがとうございます。 ( 坂本安夫 )
山岸会員、卓話ありがとうございます。 ( 森川圭造 )
本日は卓話させて頂きありがとうございました。パソコン教室
でパワーポイントを習い、本日臨みました。 ( 山岸靖夫 )
県内感染者減少。ホッとしています。 ( 田中成治 )
本日はピリケンのお弁当のご用命誠にありがとうございます。
 ( 中山浩成 )
Dream fes の成功を祈念致します。 ( 畑下徳洋 )
【皆出席御祝】西澤雄三
【在籍御祝】岩﨑　新
【誕生日御祝】木瀬雅博
【配偶者誕生日御祝】西澤雄三
【結婚記念日御祝】西澤雄三
結婚記念日御祝 / 次の一年も仲良く過ごします。 ( 加藤有司 )
【副委員長就任】西澤雄三
 各　君

　最近は新型コロナでビジターがお見えに
なりませんが、今日は福井あじさいRCの
橿尾会長、山下社会奉仕委員長が来られて

います。
　福井あじさいRCは今年度 創立20周年を迎えますが、
10月4日に“ドリームフェス”という記念事業を計画してい
ます。その広報活動のためにお越しくださいました。　　
　福井あじさいRCは、昨日も科学技術高校で就職の模擬面
接を実施しました。もう３年ほど取り組まれています。　
　福井あじさいRCに2～ 3度ビジターとして訪問したこと
がありますが、活動も積極的で会員同士のまとまりがある
クラブという印象を持っています。例会日は金曜日、例会
場はホテルリバージュアケボノですので、是非機会があれ
ばメークアップをお勧めします。
　ガバナー事務所より「2019-20年度　ガバナー賞」と、米
山記念奨学会より「達成クラブ感謝状」が届いております。
　「ガバナー賞」は前年度の功績ですので、後ほど林前年度
会長にお渡ししたいと思います。
　米山の「達成クラブ感謝状」というのは寄付額が1,000万
円ごとに表彰されるもので、福井RCは何と9回目の表彰と
なります。つまり、寄付金の累計額が9,000万円になりました。

　米山奨学金の制度ができたのは1957年ですから、60年余
りで9,000万円にもなったわけであります。まさに「チリも
積もれば米山となる」です。いよいよ1億円目指してスター
トしますので、引き続き宜しくお願いします。
　本日の福井新聞に前年度会長　林　正岳会員の記事が
載っていました。
　林会員が運営されています福井医療大学（福井市江上町
にある大学で、2年前にクラブの職場訪問でお邪魔しました）
が大規模災害発生時に、その地区の住民（宮ノ下地区）を
避難場所として受け入れる協定を結びました。
　現在の指定避難場所は幼稚園なのですが、地域住民を全
て受け入れられるスペースはなく、新型コロナ対策で更に
広い避難場所を地区として確保する必要がありました。　
大学の教室とか体育館を提供すれば、地域住民全員が避難
できる十分なスペースが確保でき、おまけに隣に病院もあっ
て、こんなに恵まれた避難場所はありません。その地区に
は九頭竜川や七瀬川が流れており、大規模な水害が発生し
やすい場所で、また先週のような大きな地震がいつ起きる
か分かりませんので、この協定によって住民の皆さんも安
心されたのではないでしょうか。
　大学が地域住民の避難場所として提供したのは、福井市
内初とのことで素晴らしい取り組みだと思います。

■ 9月24日(木)  
 ゲスト卓話
  (アートディレクター 
    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
■10月22日(木)
  短縮例会/クラブ協議会

12 時 30 分 開会点鐘　
  会長挨拶
  委員会報告・幹事報告・その他
  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 )  
 演  題「教育の流れと今後の課題」
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 17日　第3417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

ニコニコ箱
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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
■ ゲスト卓話
　( アートディレクター　戸田  正寿様 )

2020年  9月 24日(木)

本日のお弁当
本日のお弁当を準備いただきました【ピリケン】中山 浩成会員より
　本日はピリケンをご用命頂き誠にありがとうございます。
　お弁当の搬入の際、私も同行しておりましたが、その時に「ピリケンの弁当が、ザ・グランユアーズのゲートを 100 個も通る」
ということに感慨深い思いをいたしました。この出来事に、ご先祖様も喜んでいることと思います。
　市橋会員ならびに柴山総料理長の広いお心に深く感謝申し上げます。

　お弁当の内容については、先週、田畑幹事よりハードルを高く上げられ、
どうしたものかと考えあぐねていましたが、ピリケンらしい、直球勝負の
弁当にいたしました。
　今回のお弁当で、「しばらくはピリケンの弁当はいいわ！」
とみなさん思われるかもしれませんが、また明日も食べたく
なるような仕掛けを随所に行っておりますので、
楽しんで召し上がって頂ければ幸いでございます。
　本日は誠にありがとうございました。

魂込めて
作りまし

た

ボリューム満点の
ピリケン特製中華弁当

とても美味しかったです !!



1.　福井東ロータリークラブより 9月 20 日 21 日のオレンジハート運動のチラシ
が届いております。世界アルツハイマーデイに合わせて朝倉氏遺跡唐門を認知症
のイメージカラーのオレンジ色にライトアップするそうです。どうぞご確認くだ
さい。
2. 　来週 17 日も例会となります。基本的教育月間ということで、クラブフォーラ

ムとして荻原会員より、専門的な講師として会員講話とします。どうぞご期待ください。
3. 　先般の理事会において 10 月の例会での食事について議論しました。やはり、マスクをとって
食事をすると、会話をしてしまういうことが非常に危険だという判断で、10 月もお弁当の予定を
しておりますが、10 月 22 日ガバナー補佐訪問のみ、簡単な食事を予定しています。皆様ご理解の
ほどよろしくお願いします。
4. 　先週の例会でもお伝えしましたが、ロビーでの飲食は禁止となっております。お弁当はお持ち
帰りください。

幹事報告

幹  事　田畑  賢一

● 現在会員 136名
● 出席者 91名
● 欠席者 33名
● 出席免除者欠席 12名
● 今回例会出席率 73.4％

● メークアップ 11名
● 欠席者 29名
● 修正出席率 81.3％

  8 月 20 日 ●メークアップ　　　中山浩成(9/2福井RAC)、藤本潤一(9/10 
地区 次年度委員会懇談会)、木村憲一・須賀原和広(9/13 地区
RLIディスカッションリーダーweb研修会) 各　君

 2020 年  9 月  10 日　　第 3416 回　

山岸  靖夫 会員

2019-20 年度　ガバナー賞
「人びとをつなぐ部門」・「行動する部門」２部門受賞。
清水  則明会長より前年度 会長 林  正岳パスト会長に楯の
授与が行われました。

2019-20 年度ガバナー賞

2020 年 6 月末現在　米山記念奨学会への寄付累計額が
9千万円達成した為、感謝状が米山記念奨学会より届きま
した。

米山記念奨学会より達成クラブ感謝状

福井あじさい RC 創立 20 周年事業のご案内

例会報告

会員卓話

福井あじさいロータリークラブ
会長　橿尾  輝之 様

　みなさま、こんにちは。福井あじさいロータリークラブ会長の橿尾と申し
ます。
　今回、清水会長のご厚意により、福井あじさいロータリーの記念事業について告知をするお
時間をいただきました。福井あじさいロータリーは、福井ロータリーを親会として発足し、
今期 創立 20 周年となりました。
　今回 20 周年事業と社会奉仕事業を兼ねて、来る 10 月 4日ハピテラスにて手話によるパフォーマンスによるイベントを開催
いたします。なぜ今、手話かと申しますと、国や地方の公式見解の場には、手話通訳者が発表者と同席しており、手話の重要性・
認知度が高まっている状況の中で、障がいがある方との相互理解を深める等のお役に立てばとの思いから企画致しました。詳
しい内容は、事業担当兼社会奉仕委員長の山下の方から説明をさせて頂きます。

福井あじさいロータリークラブ　
社会奉仕委員長　山下 徳太郎 様

　みなさん、こんにちは。このたび 20 周年事業の実行委員長を仰せつか
りました山下です。どうかよろしくお願いいたします。それでは詳細について述べさせてい
ただきます。
　福井あじさいロータリー創立 20 周年事業と致しまして、来る 10 月 4日（日）にハピテラ
スにて、ドリームフェスを主催することに致しました。
　ドリームフェスとは、昨年、手話言語および障害者コミュニケーション条例を制定した福
井市と長年にわたり手話によるコミュニケーション普及活動を続けてきたハッピードリーム
様との昨年から始めたイベントで、障がいがある人、無い人が、意思疎通を図り、互いに認
め合い共に生きる社会を実現するために、共に手話を通して楽しむイベントです。
　イベント内容は、お手元の資料にありますように、約 9組の手話エンターテイナーおよび
手話パフォーマーによるステージと記念講演、その他参加型ブースがあります。ただし、県
内のパフォーマーは、最近になりオンラインでのステージ変更となりました。
　副次的ではありますが、コロナ時代の新しいイベントスタイルを提案できるかと考えてい
ます。福井あじさいロータリークラブも、ただイベントを主催するだけではなく、その主旨
を理解し先頭に立って実践するという意味で、全員でステージにてパフォーマンスを披露し
たいと考えております。以上、簡単では御座いますが、10 月 4日のイベントの詳細をご紹
介いたしました。
　実は、今申しましたように、県内から 7組、新型コロナの影響でお呼びできないというこ
とで、事前に各地で撮影を行い、ハピテラスの大型ビジョンで紹介し、当日はリモートにて
手話で会場と交流を図ろうと考えている。後１か月弱のわずかな時間で、リモートが上手く
動作するか、プロが行っても難しい条件の中で、我々素人がどこまで実行できるか不安はあ
るが、ロータリアンの強い絆でなんとか乗り越えていきたい。当日、席に余裕がなく、告知
に来ている中で申し訳ございませんが、席を用意することが出来ず、積極的に呼び込みも出
来ない状況であるが、場所柄、駅前へお立ち寄りの際に、20 年前設立したあじさいロータリー
がこのようなことを主催しているのかと親心を持って温かく見守って頂ければ大変有難く思
います。
　本日は、貴重な時間を頂きありがとうございます。よろしくお願いいたします。

　江戸文化をコンセプトにしている東京スカイツリーはいかに現代の最新建築構造と日本古来の
伝統的文化が融合しているかをご紹介します。
　東京スカイツリーは狭い場所に建設されたため、三本足で支える三脚システムが採用されてい
ます。
　そのことで、スリムなシルエットで美しいデザインは喜ばしいのですが、その分より精度の高い強度、耐震性が求められる
事となりました。
　そこで、用いられたのが日本独自の曲線「反り」と「むくり」の鉄柱です。この形状は、日本刀や平安時代の寺院の持つ柱
のふくらんだ曲線の事をいいます。この形状の混在が構造的に最も無理が少なく強度が得られることで鉄柱の形状に採用され
ました。
　また、耐震制度を高めるために用いられたのが「五重塔の心柱」です。
　五重塔は木造建築にもかかわらず創建当時の姿が今も残る地震
に強い建造物で、塔の中央に 1本の柱を通して振り子の役目をは
たし振動の抑制効果をはたしています。
　この心柱を模してスカイスリーでは直径 8ｍ、長さ 375ｍ、重さ
1万トンの円柱が芯部分に配置し「心柱制震システム」を採用し耐
震性を高めています。
　世界一高い電波塔スカイスリーを造りあげるにあたり、難題に
直面した時に採用されたのは、伝統的技術であり、古くから伝わ
る耐震技術であった事をご紹介させて頂きました。

演  題「建築構造の伝統」
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