
　　1月は「職業奉仕月間」です。　                 －  職業人と地域社会のリーダーのネットワークを通じて、世界の人びとに奉仕する。－ 
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寄付金の状況
 1月 21日分 累　計 目   標 
ニコニコ箱 26,000円 1,557,300円 3,000,000円

米山奨学金 13,000円 1,444,000円 2,430,000円

ロータリー財団 14,000円 2,111,400円 3,177,000円

ありがとうございました。

マルチプルポールハリスフェローの表彰を受けられた皆様、お
めでとうございます。 ( 清水則明 )
世界のためにわずかでも役立ちますように。 ( 出雲路康照 )
木村会員、講話ご苦労様でした。 ( 北島　恬 )
来週はクラブ協議会です。財団関係の良いご報告が出来ると思
いますので、皆さん是非ご出席ください。 ( 後藤正邦 )
2月20日のロータリー「職業奉仕講演会」が楽しみです。木村さ
ん、講話ありがとうございます。 ( 野村直之 )
先々週、名刺入れを落としました。拾って下さった人が本日持っ
て来てくださるそうです。感謝感謝です。 ( 宮﨑茂和 )
小藤幸男
 各　君

山内鴻之祐さんの気力に敬服します。 ( 清水則明 )
木村憲一会員、講話ありがとうございます。今回の大雪で運動
不足解消しました。 ( 油谷啓司 )
木村会員、講話ありがとうございます。 ( 小藤幸男 )
米山功労賞をいただいて。 ( 藤井健夫 )
油谷さん、ご苦労様です。 ( 山内鴻之祐 )
市橋信孝
 各　君

木村憲一さん、お話ありがとうございました。 ( 清水則明 )
木村副委員長、職業奉仕委員会担当例会の講話ありがとうご
ざいました。委員長として御礼申し上げます。 ( 上田祐広 )
木村さん ! 講話ありがとうございます。 ( 大森正男 )
市内の大宮に住んで居ながらも雪に閉ざされ先週末にやっと
除雪車が来て救われました。 ( 片岡正明 )
本日卓話をさせていただきます。 ( 木村憲一 )
皆さん、はじめまして。福井ロータリーの一員として元気いっ
ぱい頑張ります。宜しくお願い致します。 ( 櫻田貴美子 )
前回、M-1グランプリより楽しいロータリーボーイでした。あ
りがとうございました。 ( 田中成治 )
【誕生日御祝】村井　勝
誕生日御祝 / コロナであっという間に 1年が過ぎました。皆さ
ん頑張りましょう。 ( 小野田亮 )
【配偶者誕生日御祝】北島　恬
 各　君

■ 2月  4日(木)
 栄誉行事/クラブフォーラム
■ 2月11日(木)
 休　会 
■ 2月18日(木)  
 ゲスト卓話(教育支援団体BEAU  
   代表理事　小原 涼氏)
■ 2月25日(木)  
 ゲスト卓話(福井大学講師 
   元キャリア支援課長 
   大橋 裕之氏)

12 時 30 分 開会点鐘　
 会長挨拶
 修了証授与　RLI パートⅡ受講修了 
  （髙木  義秀会長エレクト・浅井  正勝副幹事）
 委員会報告・幹事報告・その他
 クラブ協議会「上期実績報告 /下期計画予定」　（各担当理事）
 上期実績会計報告　( 清水  正一会計 )   
13 時 30 分 閉会点鐘

今後の予定本日の例会 2021年 1月 28日　第3435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
■  栄誉行事 / クラブフォーラム
 Mr. ロータリアンによる  「今の福井 RCに伝えたいこと」

2021年  2月  4日(木)

2020-21 年度  会 長

清水  則明

　昨日が大寒ということで、さすがに本
日の朝は冷え込みました。マイナス 3℃で
した。
　山内 鴻之祐さんは毎朝 “水かぶり ”を

されていますが、本日もされたようです。　とある理由か
ら 37 年も続けているとの事で、ご自分に厳しい方です。
　先週、例会後に炉辺会談を実施いたしました。飲食を伴
わない炉辺会談で若干寂しい思いもしましたが、多数の方
にご参加頂き有難うございました。　
　テーマは「私たちのクラブは 5年後にどのようなクラブ
になっているべきか、また、それを達成するためにどのよ
うなステップを踏むべきか」というものでした。お陰様で
沢山のご意見を頂戴いたしましたので、クラブの中長期計
画の参考にさせて頂きたいと思います。
　1月は職業奉仕月間です。第一例会では　村中さん、森川
さん、清川さんのパスト幹事に　夫々の仕事の中における
新型コロナ対策についてお話をして頂きました。
　本日は、職業奉仕委員会副委員長の木村 憲一会員に「在
籍 25 年を振り返って」と題してお話をして頂きます。　

ドライブレコーダーの映像   2 件

１．【配送先店舗に衝突した映像】
事故状況　長靴に雪が付着したまま運転し、ブレーキペダ
 ルを踏んだところ付着した雪でペダルが滑り、そのまま
 店舗に激突してしまった。

防止ポイント　皆さんも事故にはならなくても、雪でペダ
 ルが滑った経験があると思います。　運転前に足の裏の
 雪をしっかり落とすとか、ブレーキを踏んでみて違和感
 がないか確かめておいてください。

２．【高速道路上で停止している乗用車に衝突した映像】
事故状況　高速道路上でスリップして停止している乗用車
 を避けきれず、乗用車とトラック左側が衝突した事故。
　原因は路面がシャーベット状で滑りやすかった。夜間で
 しかもカーブで見通しが悪かったのに、スピードを出し
 過ぎていた。停止していた乗用車がハザードをつけるな
 ど回避措置を講じなかった。　
防止ポイント　見通しの悪いところ、路面状態の悪い時、
 特に夜間はスピードを落とす。　夜間は出来るだけハイ
 ビームで走行する（落下物などもある）
 トンネルの出口は路面状況が一変する（雨、雪、凍結など）
 のでトンネルの出口ではスピードを落とす。
高速道路で事故や故障で停止してしまった場合
１．後続車に知らせる（自分や同乗者の安全を確保しながら）
 夜：ハザードランプをつける
 昼：手を振って知らせる など。
２．避難する
 車から降り、ガードレールの外など安全な場所に速
 やかに避難する（ガードレールの外でも進行方向と
 は逆の方向に避難する）
３．通報する
 110 番もしくは非常電話を利用し通報する
 高速道路はスピードが出ている分、大きな事故になり
 ますので適正な速度と車間距離に気をつけて運転をお
 願いします。

ご案内《地区職業奉仕講演会》
　2020 年 2月 20 日 ( 土 ) 地区職業奉仕講演会を下記の通り開催いたします。
　今年度は地区の指針に従い、新型コロナウイルス感染状況等を踏まえ ZOOMシステムを活用したオンライン方式で開催い
たします。公私にわたりご多用の折と存じますが、何卒多くのご登録ならびにご参加を賜りますようお願い申し上げます。
　講演会内容につきましては、案内チラシをご参照ください。
　
　参加申し込み・ご登録につきましては、2月 5日 ( 金 ) までに事務局までご連絡ください
ますようお願い申し上げます。

【講　師】  荒牧  秀知 氏　ANAシステムズ株式会社　代表取締役社長 
 （演題）「AI の業務適用事例紹介と今後の AI と人間との関わり」
【日　時】  2021 年 2 月 20 日（土）　13：00 ～ 15：00（終了予定）　※12:30 ～受付 
【会　場】  京都ホテルオークラ宴会場より配信するオンライン講演会
  ( 注 ) 無観客講演会とし、会場へはご参加いただけません。
【登録料】  無料　
【その他】  Zoom会議の接続URL や当日資料等は、当日までにクラブ事務局にメールに
 て地区より届きます。
 （各参加者へはクラブ事務局から転送などにてお知らせ致します。）



● 現在会員 138名
● 出席者 90名
● 欠席者 38名
● 出席免除者欠席 21名
● 今回例会出席率 70.3％

● メークアップ 9名
● 欠席者 22名
● 修正出席率 83.2％

  1 月 7 日 ●メークアップ　　　桑原慎治(1/20 福井RAC)、清水則明、
田畑賢一、萬谷宏治、石丸敦士、清水慶造、城戸利枝、清川
卓二、長谷美左子、寺本光宏、(1/21  70周年記念事業 )
 各　君

 2021 年  1 月 21 日　　第 3434 回　

例会報告

木村  憲一 会員
演  題「福井ロータリークラブ　在籍 25 年を振り返って」
　最初いただいたテーマは、「ロータリアンとしての資質向上について」でしたが、重いテーマなので、先週
欠席したこともあり、先週の炉辺会談のテーマ「5年後の福井 RC」も絡めて、75 周年に向けて過去 25 年間

をさかのぼって感じたことをお話ししたいと思います。
1．1995-96 年度 (H7-8) 末定会長・柳沢幹事
 ◎7月に入会、入会後数日で親睦委員として通夜の手伝いを行う。
 ◎一年間メークアップせず全ての例会を自クラブにて出席し受付を全う。
2．1996-97 年度 (H8-9) 宮本会長・玉木幹事
 ◎ガバナーノミニー事務所の開設。　　◎足高ガバナー逝去、残りの期間中野 PGがアクティングガバナーとなる。
 ◎初めての卓話｢私のクラシック音楽感｣。
 　ハイドン 101 番「時計」104 番｢ロンドン｣などが有名。
 　モーツァルト、35 歳で死、600 曲以上、三大交響曲「第 39,40,41 番ジュピター」が有名。この時代までは特に舞踏会
 での演奏、貴族のリクエストで演奏していた時代。交響曲も 25 分程度で比較的さらっと聴ける音楽。
 　その流れを変えたのがベートーベン。ステージで演奏して聴衆を魅了する曲を作る。「英雄」ナポレオンに捧げた曲だ
 が後に皇帝に即位し野心家だと立腹、「運命」扉をたたく音、「田園」散歩が好き、ピッコロでの鳥のさえずり。「第九」
 合唱つき耳は聞こえず目は見えず、肉体的に苦しんで作った曲。他ピアノ協奏曲第 5番｢皇帝｣が有名。またヴァイオリ
 ンソナタ「クロイツェル」は、トルストイ「クロイツェルソナタ」に関係。貴族の妻が、家に出入りするヴァイオリニ
 ストと不倫の恋に落ち、それを知った夫が激怒し、妻を殺すという小説。
 　シューベルト、内気な性格、貧乏31年の人生、生涯に1200曲作る。交響曲もベートーベンに敬意を表し、同じ第九番まで。
 　ピアノ五重奏曲「ます」はニジマスが小川を元気よく泳ぐ美しさを表現、春にふさわしい曲。
 　ブラームス、石橋をたたいてもなかなか渡らない慎重な人。ベートーベンは 30 歳チャイコフスキーは 26 歳で交響曲
 「第 1番」を作ったが、43 歳で第 1番を完成。ベートーベンを超える曲を目指して練りに練った作品で、第 10 番とも呼
 ばれる。第 3番第 3楽章は、サガンの小説「ブラームスはお好き」を題材にした映画に用いられている。
 　ブルックナーはマーラーと同じで交響曲が長い。80 分位の曲が多く、ブラームスとは犬猿の仲。大器晩成型、「第 1番」
 は 41 歳の時。「第 4番ロマンティック」が有名。しかし私は第 8番が好き。交響曲はやはり第 9番まで。
 　チャイコフスキー、作品が評価されなかった不幸な作曲家。パトロンのフォンメック夫人が経済的に援助。交響曲第六 
 番「悲愴」当時ロシア全体を包んでいた重苦しい空気の下、どん底の生活をしていた民衆達の悲哀感むなしさを表現。  
 　ドストエフスキー「罪と罰」｢カラマーゾフの兄弟｣を読みながら聞くと、曲の真の良さを味わえる。主人公貧しい大学生
 ラスコーリニコフが、悪徳高利貸しの老婆を殺害したはいいが、偶然居合わせたその妹まで殺してしまう。この予期せ
 ぬ第二の殺人が心に重くのしかかり、その後罪の意識におびえることになる。そして彼は･･･。
 　ドヴォルザーク交響曲第九番「新世界より」チェコ生まれ、アメリカで過ごしたときの曲。他にチェロ協奏曲が有名。
 　メンデルスゾーン、父が銀行家で裕福、ベートーベン・ブラームスと並び、三大協奏曲と呼ばれる「ヴァイオリン協奏曲」
 が有名。旅が好き、イタリア旅行中に「交響曲第 4番」を書き上げる。
 リスト、ピアノの王者、超絶技巧練習曲、「愛の夢」が有名。
3．1997-98 年度 (H9-10) 嶋田会長・加藤幹夫幹事
 ◎常山会員逝去、その後息子の秀朗さんH12.1 入会 H16.7 逝去 (48 歳 )
4．1998-99 年度 (H10-11) 三谷会長・前波幹事
 ◎ローターアクト委員長として、H11.4 に 10 周年記念式典に係わる。　　◎H11.6 西川前知事や林パスト会長入会
5．1999-2000 年度 (H11-12) 清水慶造会長・片岡幹事
 ◎50 周年の前年、特別委員会を立ち上げる。酒井哲委員長
 ◎インターアクト委員長として、H12.3 に 25 周年記念例会に係わる。
6．2000-01 年度 (H12-13) 菅原会長・須賀原幹事
 ◎H12.11、50 周年記念式典がフェニックスプラザにて盛大に開催。
7．2001-02 年度 (H13-14) 宇野会長・岩下幹事
 ◎H13.9 アメリカ同時多発テロが起きる。　　◎酒井哲氏の卓話で、2世代 3世代の会員紹介。
 ◎H14.3 福井あじさい RC認証状伝達式。　　 ◎初の女性会員の誕生、明治生命保険相互会社山口さん。
8．2002-03 年度 (H14-15) 吉岡会長・橋本幹事
 ◎地区 GSE 委員長となる。GSE とはロータリアンの団長 1名と団員 4名が相手地区を相互に 5週間訪問し、職業研修を行う
 財団のプログラム。一年前のテロの影響で２団員が研修を辞退したため、2650 チームは翌年度に派遣。一年目で委員長
 として最大の試練。
9．2003-04 年度 (H15-16) 山本一雄会長・佐々木幹事
 ◎地区 GSE 委員長 (2 年目 )      ◎クラブフォーラム、宮崎 PGが卓話でクラブ会員のプログラムへの関心のなさを嘆かれる。
 ◎H16.2 カポレイ RCとの友好クラブ調印        ◎H16.5 関西国際大会
　時間がなくなってきましたので、これより後の年度の話は、また別の機会があればさせていただきたいと思います。
　福井 RCは今年度 70 周年を迎えました。県をそして地区を代表するクラです。この伝統ある福井 RCの会長さんはぜひ地区
で発言を、先輩クラブとしてお手本を見せてあげてください。福井RCにはRAC・IACがあり、各周年行事を経験しており、グロー
バル補助金等を使用した財団のミッションも豊富に経験があり、ガム取り大作戦、キャリア教育講座など独自の奉仕活動も行っ
ている。他クラブが福井 RCの話に耳を傾けたいと思っている。福井 RCには、他クラブに教えてあげる責務があると思います。
　会長さんは地区で、特に RLI やロータリー情報委員会等での発言を、どうかよろしくお願いします。
　最後に、プロジェクターに映された資料が、文字化けなどして見づらかったこと、お詫び致します。

会員講話

幹事報告

幹  事　田畑  賢一

① 　先週もお伝えしましたが、70 周年記
念事業「外国人技能実習生交流事業」チラ
シができ、先週、今週と配布しています。メー
ルでも配信していますので、ぜひ従業員の

方でいましたら、申し込みをお願いします。
② 　70 周年記念事業部会を例会後 13：45～より、こちら
の栄の間で開催します。参加される方はお弁当を会場にご
用意しおりますので、そちらで召し上がってください。

本日のお弁当

本日はユアーズさん
特製洋風二段重弁当

藤井  健夫 会員　第 6回

◇マルチ・プル・ポール・ハリスフェロー　第 7回　     須賀原  和広 会員
◇マルチ・プル・ポール・ハリスフェロー　第 5回　     林　正岳 会員
◇マルチ・プル・ポール・ハリスフェロー　第 3回　     平野  洋一 会員
◇マルチ・プル・ポール・ハリスフェロー　第 2回　     開発　毅 会員
◇マルチ・プル・ポール・ハリスフェロー　第 1回　     荻原  昭人 会員
                              〃　　　　　　　　　　　　　〃　　　 木瀬  雅博 会員
◇ポール・ハリスフェロー　                                           　     髙木  義秀 会員

ロータリー財団　表彰

米山功労者　表彰

　酒井  哲夫 会員《サカセ化学工業㈱》は電子部品の製造や検査
の際に、部品を載せるための高機能な樹脂製シートを開発、商
品化されました。
　新商品のシート「タッククリア E」は、静電気を防ぐ制電性に
加え、透明性と粘着性、ガスの発生低減も兼ね備えた素材で、
業界初 !!
 シートはクリアなので、半導体の検査機器や、高性能化する自
動車やスマートフォン向け部品などを裏から照らし出すことが
でき、形状が鮮明に見え、検査工程の自動化などに期待できる。
　

　右記は 1月 21 日福井新聞に掲載されました記事です。
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