
　　12 月は「疾病予防と治療月間」です。　                 －  私たちの予防推進事業が、地域から地区へ、そして世界の国々においても展開する。－ 
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寄付金の状況

 12月  3日分 累　計 目   標 

ニコニコ箱 49,000円 1,201,300円 3,000,000円

米山奨学金 14,000円 1,304,000円 2,430,000円

ロータリー財団 11,000円 1,947,600円 3,177,000円

ありがとうございました。

秋の京都「ロイヤルロードプレミアム」10 人乗り豪華バスを我々
夫婦のみで利用出来て大満足でした。 ( 片岡正明 )
本年も 12 月になりました。今年最後の寄付をお願い致します。
グリフィスさんのお話を聞けて幸せでした。 ( 野村直之 )
先日、ロータリー財団地域セミナー、その翌日ロータリー研究会
にオンラインで参加しました。福井ローターアクト会長も出席し
ていたようです。 ( 宮﨑茂和 )
加藤幹夫・竹原和行
 各　君

細谷 龍平特任教授、卓話ありがとうございました。 ( 油谷啓司 )
米山奨学生たちの世界での活躍を祈って。 ( 出雲路康照 )
カン君が居ればこそ出す米山や、君の未来に輝く日あれ。
 ( 片岡正明 )
公式訪問の写真ありがとうございます。早退します。(菅原将高)
カン君、頑張ってください。 ( 渡邉義信 )
市橋信孝・加藤幹夫
 各　君

小藤さん、滝本さん、間税会の件で取材していただきありがと
うございました。 ( 上田祐広 )
渡辺さん、公式訪問写真ありがとうございます。 ( 片岡正明 )
ガバナー公式訪問の写真ありがとうございます。 ( 北島　恬 )
細谷教授、本日の卓話ありがとうございます。 ( 小藤幸男 )
コロナ感染予防の時です。 ( 清水慶造 )
皆出席御祝 / 三つ揃ってありがとうございます。 ( 山内鴻之祐 )
【誕生日御祝】中村健一・細江　究・渡辺一史
誕生日御祝 / 6 週目 72 歳の誕生日を迎えます。 ( 玉木　洋 )
1 年 1年を大切にしています。 ( 西田高宏 )
会長お休みでピンチヒッターさせていただきました。
 ( 林　正岳 )
12/9で 57 歳になります。 ( 村田良昭 )
【配偶者誕生日御祝】田中秀也・初瀬川達郎・山本晃司
【結婚記念日御祝】森川圭造
結婚記念日御祝 / 「アリガトウ」や「愛してる」では足りません
が、せめて「幸せです」と伝えたいです。 ( 伊井彌州雄 )
 各　君 ■12月16日(水) 

   キャリア教育講座 in 啓新高校
■12月17日(木)  
  クリスマス例会(夜間例会)
■12月24日(木)  
  ゲスト卓話
  (福井県知事　杉本 達治氏)
■12月31日(木) 
   休　会
■  1月   7日(木)  
  栄誉行事/クラブフォーラム

12 時 30 分 開会点鐘　
 会長挨拶
 年次総会 (2021-22 年度 福井 RC 役員 / 理事候補者報告 )
 委員会報告・幹事報告・その他
 会員卓話 ( 藤井 健夫会員 )  
 演  題「飛行機について」
13 時 30 分 閉会点鐘

今後の予定

※前回までご案内しておりました
12 月 21 日 ( 月 ) 福井東 RC　アオッサ 1F 入口付近
　12：00 ～ 12：30 のサインメークアップは
コロナ感染状況により　「なし」となりました。
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　清水会長がお休みなので、ピンチヒッ
ターです。本日のビジターは、米山奨学生
のカン君と、ゲスト卓話を頂く細谷 龍平
さんです。
　福井県は幸福度 4年連続日本一になりま

した。しかし実感が乏しいという問題意識から、住民の主
観に焦点を当てた 150 の指標「小さな幸せアクション」に
分類し、特に①人のつながり ②助け合い ③世代間交流が幸
福度を高めるとしています。何かロータリーの提言と似て
いませんか。
　北陸新幹線が開業延期になりそうです。どうせ延期にな
るのなら、福井駅の終着駅効果を高めつつ待ちたいもので
す。賑わい・発展は、全体を一緒に高めようとするより、
中心から周辺に波及するものだと思います。分散よりも全
集中です。駅前、市街地、福井市、福井県という順です。昨日、
駅東に有料駐車場が出来たそうですが、郊外店は駐車場が
無料です。お城の改変と駅前無料駐車場が、福井市街地の
発展の鍵の様に感じるのは小生だけでしょうか。

　12 月は｢疾病予防と治療｣月間です。前年度は休会が続い
たので、医療Q&Aで話し残したことがありますが、やはり
コロナは外せません。本日はコロナ第 5弾です。
　私はこれまで医療と経済の両方が生き残るための近道は、
全国民への定期的 PCR 検査だと再三お話ししました。しか
し世間の風潮は一向に検査の大幅拡大には至りませんでし
た。ここまで来たら残念ながら元戻りは出来ません。

｢ベイズ統計理論｣によれば、仮に 10 万人の中に、感染者 10
人、非感染者 99,990 人の、感染者が少ない集団に対し、
PCR 検査を行った場合、偽陽性者が 1,000 人出てしまいます。
10 人の為に 1,000 人もの不必要な隔離をするのか。集団隔
離だと陰性者が感染してしまうかもしれない。全国民に対
して PCR 検査をする事に反対する人たちの根拠はここにあ
ります。日本の政策もこれに基づいています。
　しかし、コロナ発祥の地、武漢では、20 人分ずつまとめ
て PCR 検査を行い、陽性群を個々に再検査する、全市民定
期的検査と陽性者隔離によって、0を達成し、マスクなしで
の生活が報道されています。1,000 人の偽陽性者をそのまま
隔離するのではなく、2回目 3回目の検査を行えば限りなく
実数の 10 人に迫れます。
　オリンピック選手の参加条件も 4日毎の PCR 検査と、陽
性者に再検査をすることで決着しそうです。
　医療資源 ( 費用､人員､機器 ) と 2週間の隔離 vs 企業活動･
普通の生活の自粛 のどちらを目指すのか、どちらの経済効
果が高いのかという判断です。
重症者と、軽症者は別の病気と考えるべきです。一つの病
院が、両方を同時に診るという、混合診療が止まりません。
これが医療崩壊の最大の原因だと思います。
起きてほしくないことですが、パンデミックが起きると、
混合診療では対応不能になります。
　明るいニュースも飛び込んできました。
　英でワクチンが承認されました。日本でも改正予防接種
法が承認されました。一日も早く安全なワクチンが供給さ
れ、マスクの要らない平時に戻ることを願って、本日の挨
拶といたします。

パスト会長

林　正岳

次回の例会 ■ 開会点鐘 ： 18時30分
■ 閉会点鐘 ： 20時00分

■ 会場：ザ・グランユアーズフクイ
■ クリスマス例会 ( 夜間例会 )2020年 12月 17日(木)

お知らせ《2021 年台北国際大会登録》

会員トピックス
　村中  洋祐会員《村中甘泉堂》は県内外事業者と共同開発した新商品 2種を発売されました。
　一つ目は羽二重餅を包んだ食パンです。
　新出製パン所と共同開発し、抹茶味の羽二重餅をチョ
コチップといっしょにデニッシュ生地で包み焼き上げ
たサクサクの生地ととろける餅の食感が楽しめます。
新出製パン所福井分所にて販売しています。
　二つ目は「和菓子屋さんのパイシュー」です。
共同組合ハニーとの共同企画で生地に県産コシヒカリ
の玄米粉などを使用した甘泉堂で人気のシュークリー
ムをアレンジした小豆とチョコの 2種類で土曜限定で
ハニー加盟店で販売しています。

右は 11 月 3日　福井新聞に掲載されました記事です。

　11 月 19 日伊井国際奉仕委員長よりご案内させていただきました「2021 年台北国際大会」について現行の 12 月 15 日まで
の割引登録料 ( ロータリアンであれば 365 米ドル等 ) が、2021 年 2月 15 日まで延長されることとなりました。
　現在日本語ウェブサイト、申込書式の更新はまだされておりませんが、現行の書式をご利用いただいて問題ございません。
※お支払額は 2021 年２月 15 日登録完了分までは 365 米ドルですので、ご留意いただけますようお願い致します。
 　尚、台北国際大会の対面での開催については、来年 1月末の RI 理事会にて再度検討されるとのことでございます
( 本日現在は開催予定 )。
　登録マニュアル、登録書式サンプル等につきましては事務局までお問い合わせください。



● 現在会員 136名
● 出席者 91名
● 欠席者 35名
● 出席免除者欠席 10名
● 今回例会出席率 72.2％

● メークアップ 13名
● 欠席者 24名
● 修正出席率 81.5％

  11 月 19 日 ●メークアップ　　　宮﨑茂和(11/24R財団地域セミナー、
11/25 第49回 R研究会)、城戸利枝(11/28 地区 2020-21年度 第
3回グローバル補助金委員会)、木村憲一(11/29RLIパートⅡ
(web)①)、須賀原和広(12/2福井RAC)、伊藤  彰(10/5 丸岡
RC、11/20 地区 定例11月地区米山奨学委員会、12/2 第1回 米
山奨学委員長セミナー)、清水慶造・須賀原和広・髙木義秀・
浅井正勝(12/5RLIパートⅡ(web)②)、清水則明(12/6 松原六郎
ガバナーとの第2回web懇談会)) 各　君

 2020 年  12 月 3 日　　第 3428 回　

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
林  正岳パスト会長より
奨学金が渡されました。

配偶者誕生日御祝

在籍御祝

山内  鴻之祐 会員 (25年 )
木瀬  雅博 会員  (9 年 )

石橋  正人 会員 (25年 ) 村井　勝 会員、渡辺  一史 会員、横山  強志 会員
村田  良昭 会員、林　正岳 会員、玉木　洋 会員
細江　究 会員、中村  健一 会員、西田  高宏 会員

今村  善孝 会員、山本  晃司 会員、中島  良成 会員
田中  秀也 会員、初瀬川  達郎 会員、村中  洋祐 会員

伊井  彌州雄 会員、奥村  隆司 会員、森川  圭造 会員

誕生日御祝

結婚記念日御祝

栄誉行事

例会報告

ゲスト卓話

お知らせ《地区公示》

　2023－24 年度の当地区のガバナーについて、2020 年 12 月 5日（土）京都ホテルオークラにて、国際ロータリー細則
12.030.1 に基づき「地区ガバナー指名委員会」が開催され、慎重審議の結果、2023－24 年度当地区ガバナー候補者として、
京都ロータリークラブ会員　中野博美　君を推薦することに決定致しました。但し、地区内いずれのクラブも国際ロータリー
細則 12.030.7 の規定に基づき別の候補者を推薦することが出来ますが、対抗候補者を推薦しようとするクラブは、クラブ例
会にて採択された決議に従って、候補者の氏名を公示期間内にガバナー宛に提出しなければなりません。なお、その期限内に
いずれのクラブからも候補者推薦採択決議書の提出がない場合、ガバナーは「地区ガバナー指名委員会」の推薦した候補者が、
2023－24 年度地区ガバナーであることを確定します。公示期間は、国際ロータリー細則 12.030.7 に準拠し、地区ガバナー指
名委員会によるガバナー選出公表を 2020 年 12 月 7日（月）とし、2020 年 12 月 20 日（日）を以って、公示期限とします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際ロータリー第 2650 地区
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020－21 年度ガバナー　　松原　六郎

幹事報告

幹  事　田畑  賢一

①地区より今年度 3月 12 日～14 日に開催
予定でした RYLA 中止のお知らせがきまし
たのでご報告させていだだきます。
②　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。
③　ガバナー公式訪問の集合写真の件です。本日、皆様に
ガバナー公式訪問時の集合写真を配布させて頂きました。

当日は渡辺会員がご尽力して下さり、スムーズに写真撮影
する事が出来ました。渡辺会員有難うございました。皆様
のお気持ちを是非本日のニコニコ箱寄付にご協力頂きます
よう宜しくお願い致します。
④　本来ならば　財団月間でありました 11 月に財団ランチ
を予定しておりましたが、スケジュールの都合上、財団ラ
ンチは次週 10 日の例会にさせていただきます。例会にてユ
アーズさんの「特製カレー」を無言で召し上がっていただ
きます。

公益財団法人 日下部・グリフィス学術・文化交流基金
理事長　細谷 龍平様     ( 福井大学国際地域学部 特任教授 )

　ウィリアム・E・グリフィスは明治初年に福井藩に招かれて来たアメリカ人教師として、福井に近代教育
の礎を築きました。それ以上に、帰米後の広範な言論活動で当時の日本の正しい姿を世界に紹介した人です。
中でも福井には生涯特別の思いを持ち続けました。
　150 年前の 1870 年 11 月、グリフィスは郷里の家族と、婚約者とも別れて、日本に向けて
出発しました。12 月 1日、サンフランシスコから出帆、太平洋を渡って、29 日に横浜に到着
しました。海から富士山の姿を初めて見た時の感動を代表作「ミカドズエンパイア」で連綿
と綴っています。同著は、明治、大正から昭和初期まで、日本に関するベストセラーとして、
世界が日本を理解する拠り所となりました。特にその大きな部分を占める福井滞在記を通じ
て、福井は当時世界で一番有名な日本の地方だったのではないかと想像されます。
　グリフィスは 1871 年 12 月 25 日に、福井の家（現在グリフィス記念館）で、公のもの

としては日本で初めてのクリスマスパーティーを催しま
した。まだキリスト教に対する禁教令が敷かれていた時
です。同居していた明新館の生徒たちに、クリスマスイ
ヴの晩、暖炉に足袋を吊り下げさせて寝かし付けた後、
グリフィスはそれに贈り物を詰めてサンタクロースを自
ら演じました。故郷と愛する人たちから遠く離れて孤独だったグリフィスは、福井の人たち
から受けた親切と人情に癒されていました。サンタの夢をこどもたちに届けることで感謝の
気持ちを表したのだとも解釈できます。福井を去るに当たってグリフィスは「福井よ、あな

たは祝福の泉だった。私はあなたの中に真理を発見したからである」と述懐しています。
　日下部・グリフィス基金では、この日本発祥の地のクリスマスパーティーを 150 年後に再現し、グリフィスからのサンタの
夢を子供たちに届けます。今後も福井の年中行事として定着させ、地域おこしの一助にして行ければと考えています。

「グリフィスのクリスマス」

本日のお弁当

ザ・グランユアーズフクイ
特製二段重弁当

国際ロータリー第 2650 地区 2023－24 年度ガバナー候補者の推薦
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