
　　2月は「平和構築と紛争予防月間」です。　                          － 平和な社会をつくり、平和な世界を築くことを伝える行動を。－ 
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寄付金の状況
 1月 28日分 累　計 目   標 
ニコニコ箱 18,000円 1,575,300円 3,000,000円

米山奨学金 12,000円 1,456,000円 2,430,000円

ロータリー財団 18,000円 2,129,400円 3,177,000円

ありがとうございました。

石丸さん、誕生日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 )
JTB 西田支店長、東京へ行ったら福井の宣伝をよろしくお願いし
ます。お世話になりありがとうございました。 ( 清水嗣能 )
新型コロナウイルスのワクチン接種が 1 日も早く始まりますよ
うに。 ( 野村直之 )
西田さん、お元気で。 ( 平野洋一 )
今日も元気でロータリー。 ( 宮﨑茂和 )
宇野良二・小藤幸男・竹原和行
 各　君

西田高宏さん、福井を忘れないでください。お元気で !!
 ( 清水則明 )
油谷啓司・市橋信孝・宇野良二・加藤幹夫・小藤幸男
 各　君

髙木副会長、心臓パッチの早期実用に向けて頑張って下さい。
 ( 清水則明 )
◎清水会長のお話は、いつも大したモンです。◎西田さん、ご
栄転おめでとうございます。お世話になりました。 ( 江守康昌 )
ドミノピザさんに清川メッキも来週 330 枚頂きます。「ドミノピ
ザとかけて、清川メッキとときます。その心はどちらも"ときメッ
キ "ます」 ( 清川卓二 )
下期も宜しくお願い致します。 ( 萬谷宏治 )
本日もニコニコありがとうございます。 ( 山野井秀一 )
【誕生日御祝】初瀬川達郎
【在籍御祝】竹原和行
 各　君

■ 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)
■ 3月  4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　　米山奨学金授与 ( グエン ホアン カン君 )
 栄誉行事
 皆出席御祝 / 片岡  正明 (34 年 )、荒本  秀一 (33 年 )、市橋  信孝 (7 年 )、
  林　洋三 (2 年 )、寺本  光宏 (1 年 )、中村  健一 (1 年 )
 在籍御祝 / 森川  圭造 (10 年 )
 誕生日御祝 / 江守  康昌、橋本  泰久、椿原  徹也、鷲田  泰紀、清水  嗣能、
  西澤  雄三、稲田  朋美、滝本  光男、小谷  哲治、鍋屋  昌明、小森  富夫
 配偶者誕生日御祝 / 橋本  一也、野路  純平、加藤  信一、滝本  光男、宇野  良二、
  木下  勝元、小森  富夫、椿原  徹也、清水  慶造、尾崎  隆伸
 結婚記念日御祝 / 小谷  哲治、長谷  美左子、石橋  正人、片岡  正明、登谷  大修、
  山岸  恒一、荻原  昭人、鷲田  泰紀、椿原  徹也
 委員会報告・幹事報告・その他
 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」   
 ( 清水  慶造パスト会長、片岡  正明パスト会長、須賀原  和広パスト会長 )
13 時 30 分　　閉会点鐘
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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
 ( 教育支援団体 BEAU 代表理事　小原 涼氏 )

2021年  2月 18日(木)

2020-21 年度  会 長

清水  則明
　今朝の福井新聞に髙木副会長の会社であり
ます福井経編興業の記事が載っていました。
長年、研究開発されている心臓パッチの臨床
試験被験者が、国の承認を得るのに必要な
30 例に達したそうです。高い経編技術を生

かして強度と伸長性を兼ね備えたパッチで、特にお子さんに対
しての再手術のリスクや負担を低減できるものです。
　実用化に向けて大きく前進し、来年の薬事申請を目指されて
います。髙木副会長、おめでとうございます。
　ドミノピザって、ピザ屋さんご存知でしょうか？　福井県に
は 3店舗ほどあるようですが、このドミノピザが全国的に「無
料ピザで地域支援」という活動をしています。　これは、新型
コロナウイルスの影響で困難な状況が続く中、地域社会を支え
ている方々に温かいピザを無料で配達するというものです。全
国 650 以上ある店舗で昨年の 4月から実施していて、先週の時
点で届けたピザの累積枚数が 128,563 枚だそうです。
　実は弊社にもドミノピザ和田東店さんから突然連絡がありま
して、今週の火、水、木 3日間で合計 260 枚のピザを無料で届
けるというのです。最初聞いた時は、新型コロナでピザが売れ
ないから廃棄するより無料で配るのではと思っていましたが、
ネットで調べたところ、先ほどの様に全国的に行っている地域
支援活動だったわけです。和田東店のすぐ近くにある福井県済
生会病院にも 1,500 枚届けられたと聞きました。素晴らしい職
業奉仕であり、社会奉仕活動であります。ネットで「ドミノピ
ザ地域支援」で検索すると出てきます。応援したい企業や団体
をネットからノミネートすることも可能ですが、本部の承認と
か近くに配達可能な店舗があることが要件のようです。
　ピザを頂きましたので、“なぞかけ ”をひとつ　
ピザとかけまして、「ラニイのトラック」と説きます。

その心は　どちらも「色々なものを乗せます」
【ドライブレコーダーの映像】
事故状況　優先道路を進行中、右方対向車線で渋滞停止してい
るトラックの陰から交差点に進入してきた乗用車と出合い頭で
衝突したもの。
原因　対向車線のトラックが死角となり、当方も先方もお互い
を全く認識できなかった。　当方が優先道路であったが、先方
が徐行せずに飛び出してきた。　死角に対しての危険を予知し
なかった。
過失割合　先方…9　当方…1　( 車両 対 車両 )
当方、優先道路であっても交差点なので 10:0 にはならない。
　もし、( 車両 対 人 ) なら逆転して過失割合は車両…8   人…2
となります。人に対して「交差点では人の通行を妨げてはなら
ない」という規定があり、車に優先権がないだけでなく、即人
身事故となり、運転者に厳しい処罰となります。
防止ポイント　今回はトラックが死角になりましたが、今の時
期、除雪した雪の塊が山になっており、見通しが悪くなってい
る所が多いです。そういう所は「かもしれない運転」が有効です。
往々にして、事故を起こしたドライバーは、「こちらが優先道路
だから」とか「駐車車両の裏から急に出てきた」とか、「運が悪
かった」といった言い訳をしがちです。　しかし、これらは言
い換えればドライバーが自分に都合の良い予想をし、それに基
づいて行動した結果、事故が起こったことを意味します。これ
とは逆に「こちらが優先道路でも一旦停止しないで車が出てく
るかもしれない」とか「この塀の陰から人が飛び出してくるか
もしれない」といった「かもしれない運転」をして色んな危険
を予測し、慎重な運転を行っていれば、こうした事故を防ぐこ
とは可能といえます。　100%防止できなくても、少なくとも
事故を小さくすることはできますので、「かもしれない運転」の
励行をお願いします。
　本日は、クラブ協議会として「上期実績報告 /下期計画予定」
及び「会計報告」をいたします。宜しくお願いします。

会員トピックス 
　伊藤　彰 会員《㈱システム研究所》は福井県母子寡婦福祉
連合会に 30 万円を寄付されました。
　福祉施設にパソコンなどの寄付を続けており、今回は新型
コロナウイルス禍で厳しい現状にある一人親家庭を支援しよ
うと社内で浄財を募り贈呈されました。

　右記は 1月 22 日福井新聞に掲載されました記事です。

　髙木  義秀 会員《福井経編興業㈱》は実用化を目指している
心臓組織手術用の「心・血管修復パッチ」について、国の承認
を得るのに必要な 30 例に達し、各患者の術後の経過を観察、
安全性や有効性を確認後、2022 年の薬事申請を目指す。
　厚生労働省からは「先駆け審査指定制度」の対象とされてお
り、通常 1年以上かかる審査は最短半年程度に短縮される見込
み。
　このパッチは心臓組織を修復・補強するためのもの。先天的
に心臓組織に穴がある疾患の治療を想定し、福井経編興業と大
阪医科大学、帝人が共同開発。2種類の糸の配列と編み組織の
組合せなどに工夫を重ねた特殊な生地で従来品に比べ高い強度
と伸長性を兼ね備えている。　

　右記は 1月 28 日福井新聞に掲載されました記事です。

幹事報告

幹  事　田畑  賢一

① 70 周年記念事業「外国人技能実習生交
流事業」ですが、コロナ感染状況を鑑みて、
５月９日（日）に延期することとなりました。
正式な決定は２月理事会にて行いますが、

参加募集の関係で先にお伝えします。ただし、会員企業を

優先としたいと思いますので、参加状況の把握のため、一旦、
２月 10 日締め切りで募集をしたいと思いますので申し込み
をお願いします。また、性別の記載の欄がないため、でき
れば性別の記載もお願いできればと思います。

　清水会長の挨拶をうけて 　” なぞかけ ”
「ドミノピザの地域貢献活動と掛けて清水会長と解きます。
その心はどちらも輝いているでしょう。」



● 現在会員 138名
● 出席者 99名
● 欠席者 31名
● 出席免除者欠席 8名
● 今回例会出席率 76.2％

● メークアップ 50名
● 欠席者 9名
● 修正出席率 83.7％

  1 月 14 日 ●メークアップ　　　中山浩成(1/13・1/20 福井RAC)、
林　洋三・寺本光宏(1/16 青少年奉仕担当者会議 〈ZOOM〉)  
 各　君

 2021 年  1 月 28 日　　第 3435 回　

　皆様こんにちは、三年間と短い間でした
が大変お世話になりありがとうございまし

た。本来であれば皆様お一人ずつに御礼の挨拶に伺うべき
ですが、このようなコロナ禍ですのでこのような場所での
挨拶でご了承頂きたいと思います。
　私の福井での生活は、2018 年 2月の大雪から始まり、今
回の大雪で去ってゆくことになりこの大雪のような厄事は
全て着任地に持っていきたいと思いますので、今後はご安
心頂けるのではないかと思います。
　私の福井生活は苦労の連続で、2018 年 2月の大雪から始
まり、我々の会社で言う障害の連続でいろいろありました
が、皆様方のご支援のおかげで乗り越えていく事が出来ま
した。

　大勢の経営者の方々のお話をさせて頂く機会があり、若
い時の武勇伝をいろいろ聞かせて頂くにつれ、私もまだま
だだなあと考え直した次第であります。
　次は東京へ行き企業様相手の仕事になりますが、弊社は
コロナ禍の中、新しいビジネスを呼び込んでいかないと、
旅行だけの事業では苦しい生活になりますので、様々な提
案をしていき新しい企業に変ろうとしています。
　私にどのような事が出来るかわかりませんが、皆様方の
教えを糧にして頑張ろうと思います。
　後任の長谷川も福井で JC に加
盟していた経験もあり、ユニー
クな人間でもありますので、ぜ
ひかわいがっていただければ幸
いです。
　本当に三年間ありがとうござ
いました。

退会の挨拶

例会報告

クラブ協議会【上期実績報告 / 下期計画予定】

◆出席奨励…　7月～ 12 月までのメーク
アップ後の出席率は 80.82％です。これは

コロナで月の例会数が少なかった 7月 75.85％　8月
77.91％を含むもので、9月からの通常数の例会開催後だけ
で見ますと 82.79％と例年と同じような数字となっており
ます。このコロナ禍で例年と変わらぬ出席率を叩き出せる
ことは委員会の皆様はもとより、会員お一人お一人の意識
の高さの賜物だと思っております。
◆プログラム委員会…　現在までに会員卓話 5回　ゲスト
卓話 4回開催しました。今後会員卓話 2回　ゲスト卓話 4
回予定しております。皆様にはゲスト卓話候補者等の情報
がありましたら、お気軽に私又は覺井委員長までお知らせ
ください。
◆親睦活動委員会…　コロナ禍で活動が制限される中、納
涼例会は中止されましたが、RAC合同例会では「親子でロー
タリー会員の紹介」のスライド作成、そしてクリスマス例会・
新年例会を開催させて頂きました。クリスマス例会での「し
め飾り」作成、椿原会員のクリスマスケーキ、オードブル
では、皆様のご家族に喜んで頂けたのではないでしょうか。
下期では「花見例会 4/1・RAC 最終合同例会 6/24　また、
70 周年実行委員会と共に 70 周年記念例会 4/17 等々の開催
予定です。
◆ニコニコ箱委員会…　目標額 300 万　1/14 現在
1,531,300 です。「在籍お祝い」として委員会表彰も継続し
て寄付も募っています。コロナ禍ではございますが、今後
も目標達成に向けて皆様のご協力をお願い致します。
◆雑誌・文献委員会…　「ロータリーの友」を精査し、会員
に紹介すべき内容をチェック　今後も必要なら例会で報告
し、会員の関心を喚起してまいります。
◆広報…　福井 RC公式 HPの充実　今後 70 周年の記念事
業等のプレスリリースも積極的に行って参ります。

◆会報委員会…　毎例会での会報発行。会員企業様の情報等
を掲載しております。今後も炉辺会談や同好会活動の様子も
掲載し、会員活動の盛り上がりを会報を通じて発信して参り
ます。
◆同好会活動推進…　現在７つの同好会がございます。この
コロナ禍で活動が制限されていますが、新入会員の皆様には、
ぜひこれらの同好会入会もご検討いただきたいと思います。
◆ロータリー情報…　新入会オリエンテーションでの新入会
員説明はもとより、このコロナ禍での新しい形での RLI 例会
10/29　炉辺会談 1/14 の開催をしました。今後　状況を見
ながら、どのような形で炉辺会談を開催できるかを検討して
まいります。
◆職業分類…　未充填分野の会員補充、増強の情報提供を
行っております。今後も会員増強委員会の手助けができるよ
うに情報共有してまいります。
◆会員選考…　委員会活動計画重点内容①～④の①地域社会
において良い評価を得ているか②「奉仕の精神」を理解して
実践して頂けるか③会員相互の親睦を図れるか④例会、ロー
タリーの各種行事に積極的に参加できるか、に沿って、12
名の入会希望者を選考して参りました。
◆会員増強…　クラブフォーラム 8/6 では「会員増強・維持
に向けて」と言う事で地区　会員増強拡大委員会副委員長渡
邉義パスト会長にお話を頂きました。会員数は 2020
年 7月期首会員数 128 名（内女性 11 名）　今期新入会員 12
名（内女性 1名）　現在 138 名（内女性 12 名）　純増 10 名
　純増の目標は達成しましたので、総数 140 名台の安定維
持を目指します。
◆規定・管理…　皆様から頂いた御提案等に対しまして、現
在２回委員会を開催し、2019 年４月に RI 規定審議会におい
て決議された内容に基づき協議をしております。
◆70 周年実行委員会…　70 周年記念例会は 4月 17 日　記
念事業は 5月 9日に変更予定ではありますが、開催に向け
て準備をしております。

本日のお弁当

本日はユアーズさん
特製和食二段重弁当

①  啓新高等学校におけるキャリア教育講
座を令和2年12月16日に開催致しました。

　特進コースの１，２年生の学生さん 66 名と、会員企業
16 社の皆さんのご参加をいただきました。荻原委員長の報
告によりますと、進路決定に向けて大いに参考になったと
の事です。当日御参加の会員の皆さん有難うございました。
②  企業訪問例会ですが、今年度は 1回目を 2月 25 日に福
井県済生会病院を予定しておりましたが、ご存知の様にコ
ロナ感染対策の関係で 5月 13 日に延期しております。今後
の状況により日程及び内容の変更もあり得ますので、上田
職業奉仕委員長ともご相談しご連絡いたします。
　第 2回は 6月 10 日に清水会長のラニイ福井貨物様に訪
問の予定ですのでよろしくお願い致します。

クラブ協議会【上期実績報告 / 下期計画予定】

( 上期 )　足羽山あじさいロードの整備と
して福井ロータリの看板のペンキ塗りを昨

年 10 月 31 日に行った。
( 下期予定 )　ドラゴンリバー足羽川の清掃活動をコロナ明
けに行う予定。
あとお願い事項として、こどもプログラミング協議会が主
催する越前ガニロボットコンテスト (11 月 ) に協力してほ
しい。

◆ローターアクト委員会
　上半期は基本 ZOOMを利用した例会を

していた。今後は基本通常の例会をしていく　参加できな
い人だけ ZOOMで参加する等。
　ハイブリット型の例会をしていく方針。そんな中何か拡
大につながるようなことをしていければと思います。
◆インターアクト委員会
　地区海外夏季研修やインターアクト地区大会の中止に
なったこともあり、残念ではあるがこれといった事業がで
きておりません。今後も地区の方針に沿いながらやってい
きたい。
◆青少年交換学生委員会
　コロナ禍のため、交換学生の募集は中止となりました。
今期の委員会活動として、4月頃に委員会の開催を予定し
ています。その時、ホストファミリー経験者にも参加いた
だき、交換学生の要である「ホストファミリー」を、増や
しいくための意見交換を行う計画です。
◆青少年奉仕委員会
　就業支援事業一陽さんから 1名　清川会員の清川メッキ
さんに内定が決定しております。
　就業支援事業初の実績ができるということで、寺本委員
長と清川会員ががアパート使用の決まり事を作る等、細か
な調整をしています。
　就業後はＮＰＯ法人のやまりすさんにサポートをしても
らう事になっておりますが、それを踏まえながらもう少し
受入れ企業のハードルを下げた形で次年度に向けて再構築
していきたいと思っています。

　70 周年記念事業・外国人技能実習生交
流会について、地区補助金事業としての

申請を行い、承認されました。
　コロナ禍のため延期などを余儀なくされていますが、こ
の良き事業を完遂できましたときには、報告のご支援をさ
せていただきます。
　また、Eクラブ 2650 からのご提案を受けて賛同・参加し
た、インドネシア支援 PCR 検査事業については、当クラブ
からは 1000 ドルの拠出を行い、現在、現地においてまさ
に検査の実施が進んでおります。
　上期を通して多額の寄付を頂戴したことに感謝を申し上
げます。
　財団へのご寄付は、上記のように、地域的あるいは国際
的な奉仕活動の原資となるものですので、下期も一層のご
理解とご寄付をお願いいたします。

　ロータリークラブの例会は仲間が集って
懇親を深め円滑なクラブ運営に繋げていく

大切な時間と場所であると考えられますが、コロナ禍の中
で安全な開催が最優先で求められることとなり上半期は悩
みの多い例会運営となりました。早く以前の例会設営に戻
れることを願っています。
　下半期も皆様のご協力で安心、安全な会場運営に務めて
まいりますので何卒よろしくご協力の程をお願いします。

◆国際奉仕委員会
　友好双子クラブ交流に関してはコロナ禍

で活動なし。台湾国際大会に関しては実施情報と渡航者に
関する規制並びに検疫態勢について順次案内を例会で発信。
◆友好双子クラブ委員会
　3つある友好クラブ（カポレイ・グリーンビル・大分）
海外の 2クラブとの交流会は、現状厳しいと思う。大分ク
ラブとは、本年 4月お互いのクラブが 70 周年式典を迎える
ので各々の周年事業の方向性を聞いた上で計画を立てたい。
◆米山奨学委員会
　米山奨学の寄付金予定通り推移している。10/22 米山ラ
ンチ実施。例会時、米山奨学へ寄付された会員の発表。
　米山奨学生（グェン ホアン カン君）毎月第一例会に出席
10/15 本人も入会している福井ローターアクトクラブとの
合同夜間例会、12/17 クリスマス夜間例会に迎え、会員と
の交流を積極的に図った。10 月の米山月間、第一例会にて、
グェンホアンカン君が、演題「留学生の光栄なこと」の卓
話を行う。
　グェン ホン カン君は 3月で卒業し、4月からは現在福井
県立大学 4年生（23 歳）ベトナムの女性ヴー ハー ティー
さんを米山奨学生として迎えます。

2020-21 年度　上期実績会計報告をしてい
ただきました。

西田  高宏 会員

クラブ奉仕担当　萬谷  宏治 理事

職業奉仕担当　登谷  大修 理事

社会奉仕担当　小森  富夫 理事

青少年奉仕担当　清水  盛伸 理事

清水  正一 会計

会場監督　大森  正男 SAA

国際奉仕担当　城戸  利枝 理事

ロータリー財団担当　後藤  正邦 理事
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