
　　11 月は「ロータリー財団月間」です。　　　         －  世界に誇れる偉大なロータリー財団が未来へ繋がる  
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寄付金の状況

 11月  12日分 累　計 目   標 

ニコニコ箱 68,000円 1,058,300円 3,000,000円

米山奨学金 15,000円 1,267,000円 2,430,000円

ロータリー財団 125,000円 1,899,600円 3,177,000円

ありがとうございました。

今月は財団月間です。よろしくお願いします。 ( 清水則明 )
先日の母の葬儀に際はロータリーの大勢の方々にご参列頂き
ました。誠にありがとうございました。 ( 出雲路康照 )
米寿記念感謝。 ( 宇野良二 )
松原ガバナーをお迎えして。 ( 北島　恬 )
松原ガバナーご一行様をお迎えして。 ( 木村憲一 )
松原ガバナー、ようこそお越しくださいました。 ( 後藤正邦 )
松原ガバナー、本日はありがとうございます。 ( 小藤幸男 )
11月は財団月間ということと、午前中久しぶりに野村先生、城戸
さんと楽しいおしゃべりが出来たので。 ( 谷﨑由美子 )
松原ガバナーをお迎えして。 ( 野村直之 )
松原ガバナーの公式訪問、無事終わってホッと一息ですね。ポ
ールハリスソサエティ18 年目。大口寄付は 3レベルです。
 ( 宮﨑茂和 )
竹原和行・田畑賢一
 各　君

お陰様でガバナー公式訪問を無事終了することが出来ました。
ありがとうございました。 ( 清水則明 )
松原六郎ガバナーご一行様、ようこそ。福井あじさいロータリー
クラブの皆さまようこそ。 ( 油谷啓司 )
先日の母の葬儀の際は大勢のロータリーの方々にご参列いた
だきました。誠にありがとうございました。 ( 出雲路康照 )
福井あじさいロータリークラブの皆様、ようこそ。 ( 小藤幸男 )
先週に引き続き。 ( 玉木　洋 )
宇野良二
 各　君

松原六郎ガバナー様・森陰輝夫ガバナー補佐様
本日はよろしくお願いします。
 ( 福井あじさい RC/ 会長 橿尾輝之様 )
本日はよろしくお願いします。
 ( 福井あじさい RC/ 幹事 藤岡茂樹様 )
本日のガバナー公式訪問例会を祝して。
 ( 福井あじさい RC/ 細川直人様 )
松原ガバナーありがとうございます。
 ( 福井あじさい RC/ 古市恭也様 )
松原六郎ガバナー、森陰輝夫ガバナー補佐、本日はありがとう
ございました。 ( 清水則明 )
ガバナーをお迎えして。 ( 浅井正勝 )
先日の母の葬儀に際しまして大勢のロータリーの方々にご参列
頂きました。真にありがとうございました。 ( 出雲路康照 )
ガバナーをお迎えして。 ( 宇野良二 )
松原ガバナー、ようこそ。 ( 江守康昌 )
松原ガバナー、ようこそ福井クラブへ。 ( 角谷恒彦 )
あじさいクラブさん、ようこそ。 ( 北島　恬 )
松原ガバナー、本日はありがとうございました。 ( 清川卓二 )
街路樹も色づきました。松原六郎ガバナー、森陰ガバナー補
佐様、ようこそ。福井あじさい RCの皆さんこんにちは。
 ( 清水慶造 )
ガバナーをお迎えして。 ( 髙木義秀 )
松原ガバナー訪問を歓迎します。 ( 登谷大修 )
松原ガバナー、ようこそ福井ロータリーへ。 ( 平野洋一 )
松原ガバナー、をお迎えして。 ( 細江　究 )
松原ガバナー、ご苦労様です。 ( 宮﨑茂和 )
松原ガバナー、あじさい RCの皆様、ようこそ。 ( 渡邉義信 )
誕生日御祝 / 今年で 52 歳になりました。これからも何事にも
頑張っていきたいと思います。 ( 嶋田浩幸 )
【配偶者誕生日御祝】岩下春幸
【結婚記念日御祝】岩下春幸・野尻章博
 各　君

■11月26日(木)  
  会員卓話(竹内  宏司会員)
■12月  3日(木)  
  栄養行事/
  ゲスト卓話
  (福井大学　国際地域学部
    特任教授  細谷　龍平氏)
■ 12月10日(木)  
  年次総会

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
 後藤  正邦ロータリー財団担当理事  
 「インドネシア・ジャカルタにおける
 新型コロナウイルス感染拡大防止支援プロジェクトについて」
 野村  直之ロータリー財団委員長
 「ロータリー財団について」
13 時 30 分 閉会点鐘

今後の予定

■ 12 月 21 日 ( 月 ) 福井東 アオッサ 1F 入口付近
    12：00 ～ 12：30

※ビジター受付 ( サインメークアップ ) は、コロナ感染
状況によっては、無しとなる場合がございます。
サインメークアップ有無に関しましては、開催日時近
くになりましたら、事務局までお問い合わせください
ますようお願い申し上げます。

本日の例会 2020年 11月  19日　第3426回

会長挨拶

米山奨学特別寄付金 ビジター受付

ロータリー財団増進特別寄付金ニコニコ箱
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　本日はガバナー公式訪問による福井 RCと
福井あじさい RCとの合同例会です。福井あ
じさい RCからも橿尾 輝之会長、藤岡 茂樹幹
事をはじめ会員の皆様にもご出席頂いており
ます。

　今年度の松原 六郎ガバナーは福井出身ということで、また性
格も気さくな方なので例年よりは多少気楽にさせて頂き、懇談
会も和気あいあいの中で色々ご指導賜りました。
　4年ほど前「ハドソン川の奇跡」という映画がありました。
　ニューヨークで 2009 年 1月 15 日に実際に起きた飛行機事故
が映画になった話です。離陸直後にバードストライクにより両
エンジンが止まってしまい、空港には戻れず　やむなくハドソ
ン川に不時着しましたが、1月の極寒にも関わらず乗客 155 人
全員が奇跡的に無事だったという事故です。「ハドソン川の奇跡」
はこの実話が映画になったものですが、3年前　同じようにエ
ンジントラブルで九頭竜川に小型飛行機が不時着した事故があ
りました。これは「九頭竜川の奇跡」と呼ばれています。
　ご存知の方も多いと思いますが、その時のパイロットが本日
お越し頂いている松原 六郎ガバナーです。山形県の庄内空港を
飛び立って、新潟空港で給油して、福井空港に戻る直前にエン
ジンが止まってしまいました。中部空港の管制官に「九頭竜川
に不時着する」と連絡を取って着水しました。同乗者が 3名い
ましたが、着水したあと全員無事に岸まで泳ぎ着きました。そ
の 3名のうちのお一人が福井 RCの藤井 健夫パスト会長です。
　もし、あの時　九頭竜川ではなく山の中だったら、今ここに
お二人はいらっしゃらなかったかも知れません。ネットで「九
頭竜川の奇跡」で検索すると出てきます。
　無事に生還できた理由はいくつかあると思いますが、まずは
松原ガバナーが精神科医だったからではないでしょうか。エン
ジンが停止してしまったあの非常時において、普通ならパニッ
クになるところ、冷静に九頭竜川へ不時着するという判断をし、

緊急無線をして、落ち着いた行動ができたのは、常に冷静沈着
でいられるよう精神をコントロールする力があったからではな
いかと思います。
　それから高い操縦技術があったからだと思います。水面に平
行にしかもソフトに着水しないと、衝撃で機体が損傷し乗って
いる人の生命が危ぶまれます。風向きを考え、機体を水平に保ち、
さらに泳ぐ距離を短くするためにできるだけ岸近くに機体を運
び、そして衝撃で機内に閉じ込められるのを防ぐため、着水の
直前には後部ドアを少し開けておいたそうです。
　素人の私が申し上げるのはおこがましいのですが、このよう
な判断と行動を短時間のうちに行うには、並外れた精神力と技
術力がないと無理だと思うのです。
　4人とも無事だったもう一つ大きな要因は “運 ” が良かったか
らただと思うのです。“運 ” で片づけてしまうと何か薄っぺらな
ものになってしまいますが、松原ガバナーのロータリーにおけ
るプロフィールを拝見しますと、クラブ会長はもとより IM実
行委員長などを歴任し、また地区においてはガバナー補佐やポ
リオミッション、東日本災害復興支援などに尽力され、RI 会長
賞を 2度も受賞されています。また、ロータリー財団メジャー
ドナー、ベネファクター、ポールハリスソサエティーも認証さ
れておられます。
　アーサー・フレデリック・シェルドンの有名な言葉「最もよ
く奉仕する者　最も多く報いられる」の通り、まさに今まで多
くの陰徳を積まれてきたから “運 ” があったのではないかと思
うのです。 日本にも “積善の家に必ず余慶あり ”とか “ 情けは人
の為ならず ”という言葉がありますが、見返りを求めての奉仕
ではなく純粋に「困っている人を助ける」「助けを求めている人
に寄り添う」ことを続けていると、いずれ自分にも何らかの形
で良い報いが返ってくる。これが、まさにロータリーの原点だ
と思うのです。私は、それを「九頭竜川の奇跡」で見た思いが
しました。
　普通は死ぬ思いをすると二度と飛行機には乗りたくないと思
いますが、今もなお松原ガバナーも藤井健夫パスト会長も操縦
をされているそうです。やはり、並みの神経の持ち主ではあり
ませんね。

2020-21 年度  会 長

清水  則明

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 ( 竹内  宏司 会員 )2020年 11月 26日(木)

本日のお弁当幹事報告

幹  事　田畑  賢一

①  例会終了後、当会場にてあじさいロータ
リークラブとの合同記念撮影を行います。
みなさん、会場の後方にお集まりください。

ザ・グランユアーズフクイ
二段重　お弁当



● 現在会員 136名
● 出席者 88名
● 欠席者 37名
● 出席免除者欠席 11名
● 今回例会出席率 70.4％

● メークアップ 11名
● 欠席者 19名
● 修正出席率 85.4％

  10 月 29 日 ●メークアップ　　　清水則明・髙木義秀・田畑賢一・浅井
正勝(11/12 ガバナーご一行と会長・幹事役員公式懇談会)  
 各　君

 2020 年  11 月 12 日　　第 3425 回　

例会報告

ガバナーアドレス
松原  六郎 ガバナー

会長・幹事・役員懇談会ガバナー様　御一行と例会場　正面玄関にて

バナー贈呈

日時：2020 年 11 月 12 日　9:45~10:45
会場：ザ・グランユアーズフクイ　栄の間

　松原六郎ガバナー、森陰輝夫ガバ
ナー補佐様のお二人と福井 RC会長、
副会長、幹事、副幹事の 6名にて懇
談会を行い、クラブ運営の方向性等
についてアドバイスをいただきまし
た。

松原  六郎
ガバナー

日本のロータリー 100 周年
点鐘用　鐘

森陰  輝夫
ガバナー補佐

　会員の皆様こんにちは。
　トレンドニュースを二つ申し上げます。

　①すでにご存じ方も多いとは存じますが、2022-23 年度 RI
会長に、カナダ、オンタリオ州のジェニファー E .  ジョーン
ズ女氏が指名されました。初の女性会長となります。我らが
2650 地区、尾賀  康裕（やすひろ）ノミニー年度の RI 会長と
なられる予定です。
　二つ目は、②ロータリー財団管理委員会と国際ロータリー
理事会は、「環境の保全」という新たな重点分野を追加しま
した。環境の保全は、ロータリーの 7つ目の重点分野となり、
グローバル補助金によって実施される奉仕活動のカテゴリー
となります。そのほかのカテゴリーは、平和構築と紛争予防、
疾病予防と治療、水と衛生、母子の健康、基本的教育と識字
率向上、地域社会の経済発展です。グローバル補助金の活用
のチャンスが広がりました。プロジェクトのための補助金申
請は、2021 年 7月 1日から受付を開始します。

　RI 会長ホルガ―・クナーク氏の掲げたテーマは、「ロータ
リーは機会の扉を開く」です。ロータリーに参加すること、
ロータリーが奉仕活動を行うことは、自分自身や多くの人々
に未来へのチャンスをもたらす。そして、とくに若者の未来
を広げるものだと述べられました。もちろん、その根底にあ
るのは、ロータリーのビジョン声明です。「私たちは、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、人々が手を取り合って行動する世界を目指し
ています。」地区といたしましても、皆様のクラブがビジョ
ンの実現に向けて一歩でも歩みを進めて行っていただけるよ
うあらゆるお手伝いをしたいと決意している次第です。
今年度地区スローガンを、「ロータリーの原点に返る　誠意
をもって語り合い、勇気をもってともに未来へ」とさせてい
ただきました。私自身はこのスローガンを RI の変革の先に
あるものと、皆様のクラブの独自性とをどのように折り合い
をつければ良いのか話し合っていただきたく掲げました。し
かし、この世界的感染状況の中、否が応でも、我々の行為で、
何が大切で、何が大切でないかを考えなければならなくなり、

まさに「原点に返らざるを得ない」事態となってしまいまし
た。
　そこで、この事態に呼応すべく地区の３つの基本方針、9
つの運営方針を見直し、ガバナー月信 7月号に記載させてい
ただきました。どうか、もう一度ご確認いただければ幸いで
す。
　新たな基本方針をまとめて申し上げますと、
　１、自らがウイルスに感染せず、人に感染させないことに
最大限注意しながら、ご家族と、我らが生業を守る職業奉仕
を全うする。つまり、ご自分とご家族、周囲の方々を守って
いただきたいのです。そして、仲間を守っていただきたい。
さらに、ローターアクター、インターアクタ―、各財団の奨
学生を含め未来を担う全ての若者を守っていただきたいと存
じます。
　２、今一度ロータリーの原点に返り、ロータリークラブ一
つひとつ、ロータリアンお一人おひとりと誠意をもって語り
あう。大切なこと、良いことは皆で共有し、勇気をもって共
に未来に向かって実践していく。この実践は間違いなく、感
染拡大が収束した後に、間違いなくやってくる新しい時代に
適応した大きな改革となることでしょう。
　３、少しでも余力のあるロータリアン、ロータリークラブ
から、新型コロナウイルスや様々な災害によって被災した
人々に寄り添い、勇気を取り戻すために社会奉仕活動を実践
する。また、ポリオ根絶のための取り組みに挑戦する。つま
り「地域を守る」社会奉仕の実践をお願いしたいと存じます。
皆様のクラブや皆様ご自身が既に数多くの素晴らしい活動を
されていることは既にお聞きしています。どうか、もう一つ、
とくに子供達や若者に寄り添う奉仕をお考えいただきたいと
存じます。

　続く運営方針については、9項目のどれも欠かせないもの
でありますが、とくに、クラブで未来に向けた戦略会議を開
いていただきたいと存じます。
　また、財団などへの支援金については、将来のため、若者
のために何とか確保していただきたいと考えています。具体
的な目標額を申し上げますと、年次基金お一人 180 ドル、ポ
リオプラス 30 ドル、ほかにも恒久基金、大口寄付などもご
ざいます。米山奨学金は 24000 円、ロータリー希望の風奨学
金は 5000 円、ご無理を申し上げて誠に恐縮ですが、未来の
ため、若者たちのため、これらだけはどうしても守り抜くこ
とをお願いしたいと存じます。各項目については、各地区委
員会の委員の皆様が、厳しい状況下でも最善の努力を続けて
くださっておりますので、それぞれが発する情報をお聞きい
ただき、積極的に行動していただきたくお願い申し上げます。
そして、これらの行為は、ロータリー賞、ガバナー賞につな
がるものです。どうか、いずれも取得して、歩みを進める通
過点の印として頂きたいと存じます。

　先ほど申し上げました通り、私が地区スローガンを、「ロー
タリーの原点に返る」とさせていただきましたのは、RI の変
革の先にあるものと、皆様のクラブの独自性とをどのように
折り合いをつければ良いのか話し合っていただきたく掲げた
と申し上げました。そのことを、最後に申し上げ、つたない
アドレスを終わりにさせていただきたいと存じます。
私は、以前からアメリカのシカゴという状況下で生まれた
ロータリーの出発点と日本のロータリーの出発点はほんの少
し違うのではないかと考えていました。しかし、その根拠が
もう一つ明確に説明できずにいました。
そんな時、エドワード・Ｓ・モースの日記、「日本その日その

日」( 石川欣一訳、講談社学術文庫 ) を読む機会がありました。
モースはアメリカの動物学者で、標本採集に来日し、請われ
て東京大学の教授を 2年務め、大学の社会的・国際的姿勢の
確立に尽力しました。大森貝塚を発掘したことでも有名な人
物です。1877 年 ( 明治 10 年 ) に横浜に降り立つのですが、
日本人の真面目さ、礼儀正しさ、正直さ、他人への思いやり、
自然に対する愛、子供を大切にする姿に感動していく内容の
日記になっています。「人々が正直である国にいることは実
に気持ちがよい。私は決して札入れや懐中時計の見張りをし
ようとしない。鍵をかけぬ部屋の机の上に、私は小銭を置い
たままにするのだが、日本人の子供や召使は一日数十回出入
りしても、触ってならぬ物には決して手を触れぬ。私の大外
套と春の外套をクリーニングするために持って行った召使
は、間もなくポケットの一つに小銭が若干はいっていたのに
気がついてそれを持って来たが ( 中略 )　日本人が正直であ
ることの最もよい実証は、三千万人の国民の住家に鍵も閂も
戸鈕も――いや、錠をかけるべき戸すらも無いことである。」
　また、別の著書では、「外国人は『日本人にすべてを教え
る気で』日本にやってくるが、数ヶ月もいれば、残念ながら
教えることは何もない。『自分の国で人道の名に於いて道徳
的教訓の重荷になっている善徳や品性を日本人は生まれなが
らに持っているらしい』と気づく。」( 東洋文庫版一巻 ) と述
べています。
　ここで、ガバナーとしての私見を述べることは適切ではな
いので控えますが、皆様お一人お一人の心の中にある「ロー
タリーの原点」を求めるときに、ロータリーの歴史だけでな
く、日本の歴史も意識しておく必要があり、会員増強や拡大
は我々が日本に暮らしていることをもう少し考えながら行っ
たら良いのではないかと思っています。
　ある日、私はあるコラムに出会いました。1964 年東京オ
リンピックが終わった日のことが書いてありました。書いた
のはジム・ミューレという新聞記者でした。彼は取材が終わ
り、羽田空港から帰路に就く飛行機の中にいたのでしょう。
「サヨウナラ、日本
　サヨウナラ・・・・電光掲示板の文字が闇に浮かぶ・・・。
　日本人にとって国を挙げての大事業は終わり、メダルは渡
され、幕は下ろされた。
　だが、雨宿りをしていたら、傘をさしかけてくれた少年。
　土砂降りの雨の中、自らレインコートを脱いで貸してくれ
た青年。チップを受け取らないタクシーの運転手。笑顔のエ
レベーターガール。
　・・・サヨウナラ、美しい親切な国、日本。
　私は、この国全体に金メダルを贈りたい。」
（出典：シンプルグットバイ　ジム・ミューレ　人づくり・
ものづくり・夢づくり　前田又兵衛）

　これからどんどん変化していくロータリーや地域社会の中
にあっても、私はこのコラムに出てくるような日本人の一人
のロータリアンとして居続けたいと思います。

ガバナーご一行様を囲み福井 RC・福井あじさい RC 合同写真
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