
　　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 10日分 累　計 目   標 

ニコニコ箱 33,000円 1,234,300円 3,000,000円

米山奨学金 8,000円 1,312,000円 2,430,000円

ロータリー財団 16,000円 1,963,600円 3,177,000円

ありがとうございました。

本日は「財団カレー」にご協力頂きありがとうございました。
 ( 清水則明 )
「友の輪会」でのチョコレート勝利分、ご奉仕致します。
 ( 岩下春幸 )
最近は Go To トラベルのおかげでお客様が戻ってきました。次
年度理事役員の承認おめでとうございます。 ( 清水嗣能 )
藤井先生、楽しい卓話ありがとうございます。 ( 野村直之 )
孫の１人が大学 ( 薬学部 ) の卒業試験にパスしましたのでいよ
いよ国家試験です。 ( 宮﨑茂和 )
宇野良二・小藤幸男・細江　究
 各　君

前回欠席しました。申し訳ありません。林パスト会長、髙木副
会長ありがとうございました。 ( 清水則明 )
藤井健夫パスト会長、大変貴重な楽しい卓話ありがとうござい
ました。 ( 油谷啓司 )
「友の輪会」で優勝 ! 併せて個人戦も大勝利。ご奉仕致します。
 ( 岩下春幸 )
藤井さん、卓話ありがとうございます。 ( 小藤幸男 )
 各　君

藤井健夫パスト会長、卓話ありがとうございました。(清水則明 )
藤井先生、お話ありがとうございます。 ( 大森正男 )
藤井先生が会長、僕が幹事の時に先生の飛行機で但馬空港ま
で行ってカレーを食べて帰ってきたのを思い出します。また、
乗せてください。 ( 平野洋一 )
藤井先生、楽しい卓話ありがとうございました。 ( 松田将裕 )
藤井さんの卓話楽しみにしています。山内さん、ロータリーの
原点に帰る旨、頑張ってください。 ( 吉田清二 )
皆様、次年度よろしくお願いします。 ( 浅井正勝 )
過日行われた今年度最終の「友の輪会」ゴルフコンペで久方
ぶりに優勝致しました。やれば未だ出来るみたいです。少し自
信がつきました。 ( 岩下春幸 )
長谷川さん、新本店ビルオープンおめでとうございます。貴行
の益々のご発展を記念致します。中山さんカフェ事業の成功を
お祈りします。 ( 伊井彌州雄 )
辻恵利子
【在籍御祝】石橋正人
誕生日御祝/ 78才の誕生日を迎えみなさんに感謝。 (横山強志 )
【配偶者誕生日御祝】今村善孝・中島良成
配偶者誕生日御祝 / 会報に当社紹介の新聞記事を掲載頂きあ
りがとうございます。 ( 村中洋祐 )
 各　君

■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
■ 1月14日(木)  
  新年例会 in 炉辺会談
   (夜間例会)
■ 1月21日(木)
  会員講話(木村 憲一会員) 

18 時 30 分 開会点鐘　
  会長挨拶
  委員会報告・幹事報告・その他
  親睦活動委員会によるクリスマス例会行事  
20 時 00 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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米山奨学特別寄付金 ビジター受付
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　先日「はやぶさ２」のカプセルが日
本に到着いたしました。地球から 3 億
㎞離れた小惑星「りゅうぐう」の岩石

を持って帰って来ました。
　カプセルの名前は “ 玉手箱 ” だそうで、粋なネーミン
グです。3 億㎞という距離は地球から指令の電波を送っ
ても 17 分かかる距離だそうです（電波は光の速さと同
じです）。
　「りゅうぐう」の大きさは 900m だそうですが、3 億㎞
離れた 900m の大きさを分かりやすく換算すると、福井
から東京まで直線距離で 300 ㎞ありますので、福井から
東京にある 1㎜の所をめざしていくようなものです。
　さらに誤算だったのは、「りゅうぐう」の表面は岩石で
覆われており平らな所がないということが現地に行って
分かりました。平らな所がないと着地できません。
　10 万ヶ所もの候補地の中からわずか直径 6m の所をよ
うやく見つけタッチダウンに成功いたしました。そして、
その誤差はたった 60 ㎝だったそうです。通信のタイム
ラグがある中で 3 億㎞先の場所に 60 ㎝の誤差でピンポ
イントに到達させる技術は、想像を絶するものがありま

す。それが行って帰ってきて、しかも今度は、100 億㎞
離れた 30m の小惑星目指して再び旅立って行きました。
平均時速 10 万㎞ ( 秒速 30 ㎞ ) で 11 年かけて行くそうで
あります。　
　宇宙に対しては、それだけ高い技術があるにも関わら
ず、人類は目の前の新型コロナに振り回されているとい
うのは皮肉な感じがいたします。

　この間の日曜日に松原ガバナーと各クラブ会長とのＷ
ＥＢ懇談会がありまして、その中で地区大会の話がござ
いました。来年 4 月 4 日 ( 日 ) 福井で開催される予定で
したが、福井での地区大会は中止となりました。代わり
に京都で縮小版の地区大会を開催します。各クラブの会
長・幹事、地区正副委員長、パストガバナー、幹事団に
限定し、250 名から 300 名程度の規模で開催予定とのこ
とです。地区大会分担金　前期、後期各 5,000 円　例年
収めるのですが、今回は縮小して行いますので後期の分
担金は請求しないとのことです。残念ですが、そのよう
に決まりましたのでお知らせいたします。
　本日はこの後、年次総会を開催し次年度 (2021-2022)
の理事役員候補を発表し、皆様方のご承認を賜りたいと
存じますので宜しくお願いします。

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
■ ゲスト卓話 ( 福井県知事  杉本 達治氏 )2020年 12月 24日(木)

会員トピックス
村田  良昭会員《北陸電力㈱福井支店 ( 北陸電力教育振興財団 )》
は福井県立盲学校、金津高校、福井件ろう学校の 3校に体操マッ
トや大型プロジェクター、モニターテレビなどを寄贈されまし
た。
下記は 11 月 3日　福井新聞に掲載されました記事です。

クリスマス例会

　　　♪ローターアクトソング♪

世界は広し　　　　我らは若し
命の限り　　　　　誇りに生きん
熱き血潮を　　　　誠と愛に
注ぎ尽くして　　　悔いあるべきや
ローターアクト
ローターアクト　　我ら若人
ローターアクト
ローターアクト　　若さ燃ゆるよ



● 現在会員 136名
● 出席者 73名
● 欠席者 51名
● 出席免除者欠席 12名
● 今回例会出席率 58.9％

● メークアップ 17名
● 欠席者 2名
● 修正出席率 87.3％

  11 月 26 日 ●メークアップ　　　伊藤　彰(12/7  地区 2021学年米山奨学
生面接選考会)、萬谷宏治、覺井浩一、白江文夫、橋本典明、
田畑賢一(12/8 プログラム委員会)、萬谷宏治・橋本泰久・藤
井健夫・北島　恬・小藤幸男・清水慶造・片岡正明(12/10 規
定管理委員会)、(12/3　理事会 14名) 各　君

 2020 年  12 月 10 日　　第 3429 回　

年次総会

会員卓話

幹事報告

幹  事　田畑  賢一

①次週の例会は 18：30 よりクリスマス夜
間例会となっています。お間違えのないよ
うにお願いします。
②先日、70 周年記念事業（外国人技能実習

生交流事業）の実態調査のアンケートをお願いしておりま
す。雇っている会員企業がありましたら、ご協力のほどよ
ろしくお願いします。

③来週 16 日水曜日はキャリア教育講座 in 啓新高校が 14 時
から開催されます、参加者の方よろしくお願いします。
④例会終了後、規程・管理委員会を開催します。参加の方
は聚楽の間にお集まりください。
⑤本日は財団ランチとなっています。コロナ感染対策とし
て無言でカレーに向き合ってください。

藤井  健夫 会員

　本日は「飛行機について」という演題ですが、正確に言うと平成 29 年 10 月に私が経験した
「飛行機の不時着について」です。
　私が所有している飛行機は「ビーチクラフト式Ａ36 型」という、もともと東京の弁護士が所有
していたアメリカ製のプロペラ機です。飛行機に乗るには毎年航空身体検査を受けて合格することが必要ですが、目や耳が悪
くなると乗り続けるのが難しくなり、この方も乗れなくなったということで譲っていただきました。
　余談ですが、元所有者の方は陸軍航空兵として戦時を生き抜かれた方で、昔の飛行機乗りの方はハンサムな方が多く、この
方もとてもハンサムな方で生涯4回の結婚をされたそうです。飛行機の概略は、全長が約９メートル、主翼の幅が約10メートル。
エンジンの出力はターボ付きだと 300 馬力、8,500CC、6気筒の水平対向エンジンを搭載しています。通常のセスナは 120 ノッ
トくらいですが、この飛行機は 140 ～ 150 ノットくらいでます。東京まで高度 1500 メートル、50 分くらいで飛行できます。
　当時搭乗したのは、私以外は海上自衛隊所属経験ある方、片山津の医師の方、そして機長をされた松原  六郎ガバナーの計 4
名でした。4名とも飛行機を操縦できる資格を持っております。
　この機体はアメリカ製の飛行機ですので、左側に松原機長、右側に副機長の私が乗りました。
　不時着の詳細については「航空重大インシデント調査報告書」により公開されているので、そちらを御覧いただければと思
いますが、原因は燃料切れによるものです。この飛行機の燃料計は通常は正確な残量を示すのですが、飛行時などは不正確な
部分もあり、新潟空港離陸前に目視でタンク内を確認するなどすべきでした。また、不時着時、私は広大な田んぼの中に着陸
すべきといいましたが、松原ガバナーは、最近の田んぼには用水路が施設されパイプライン工事などもされていた為、機体が
引っかかる恐れもあるので、川のほうがよいと主張され、結果として全員無事に生還することができました。

「飛行機について」

　皆さん、こんにちは。次年度会長を仰せつかりました髙木でございます。
　来期も強力な理事メンバーのもとに一生懸命頑張っていきたいと思いますので、皆様方のご尽力を賜り

たく よろしくお願いします。

2021-22 年度　会長　髙木  義秀

　只今より「年次総会」を開催いたします。
去る 11 月 5日の例会におきまして、

「2021-2022 年度の理事を選任する」ため指名委員会を立ち
上げることを、会員の皆様に公表させて頂きました。
　11 月 26 日 11 時 30 分より、第一回指名委員会を開催し、
私を指名委員会の委員長とし、高木副会長、及び三代前に遡
る元会長（平野パスト会長、渡邉パスト会長、林パスト会長）
の計 5名によって構成された指名委員会で、次年度理事候補
者１１名を選任しました。その結果を 12 月 3日の理事会で
報告し、この年次総会にて会員の皆様に報告させて頂きます。
　それでは、2021-2022 年度　福井ロータリークラブ理事、
役員候補者を発表いたします。お名前を呼ばれた方は、前に
お越しください。
　直前会長の私を含め　計 12 名が 2021-2022 年度　理事候
補者でございます。
　ご異論ございませんでしたら、拍手をもって承認とさせて
頂きます。　～拍手、異議なし～　　
有難うございました。

2021-22 年度　福井ロータリークラブ理事・役員
【役　員】
会　長 髙木　義秀
副会長 山内　鴻之祐
直前会長 清水　則明
幹　事 浅井　正勝
会　計 松田　将裕
会場監督 藤本　潤一
　　　　　　　
 【理　事】
クラブ奉仕担当 中広　久　
職業奉仕担当 荻原　昭人
社会奉仕担当 渡邉　義信
国際奉仕担当 長田　裕美
青少年奉仕担当 森川　圭造
ロータリー財団担当 城戸　利枝
                          ( 以上、理事・役員 12 名 )

清水  則明  指名委員会 委員長

同好会《友の輪会》

DSC06345

佐藤 LA陸軍飛行兵

不時着
ﾊﾟﾈﾙ全景写真

　12 月 6日 ( 日 ) 今回も 28 名という多数のご参加ありがとうございました。
　今回の優勝は  岩下  春幸パスト会長！
アンダーパー・ネットの素晴らしいスコアで賞品の「越前ズワイガニ」を見事獲得。
　また、7組中 2組に「しゃぶしゃぶ肉」、または「せいこガニ」が当たる各組代表者による抽選「歳末ラッキー賞」や自身
のグロススコアを予想する「ノストラダムス賞」（清川さんが単独的中！）等々、年内最後の開催ということもあり、懇親を
深めながら大いに盛り上がることができました。
　次回は年明け 4月 11 日開催予定です。来年も宜しくお願いします！
  2020 年友の輪会　

　　　　　　　　  会　　長　石丸  敦士　 副 会 長  清川  卓二
   運営幹事　飯守  禅、畑下  徳洋

【第 122 回友の輪会結果】
優　勝　岩下 春幸   さん （Gloss:  89  / Net:71.0）
準優勝　渡辺 一史   さん （Gloss: 100 / Net:72.4）
第 3位　浅井 正勝   さん （Gloss:  87  / Net:72.6）
第 4位　前川 小百合 さん （Gloss:  92  / Net:72.8）
第 5位　田畑 賢一　 さん （Gloss:  92  / Net:72.8）
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