
　　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
 2月  18日分 累　計 目   標 
ニコニコ箱 24,000円 1,677,300円 3,000,000円

米山奨学金 13,000円 1,481,000円 2,430,000円

ロータリー財団 17,000円 2,160,400円 3,177,000円

ありがとうございました。

髙木義秀さんのご快癒をお祈り申し上げます。山内鴻之祐さん、
急遽の登板となり大変でしょうが、頑張って下さい。 ( 清水則明 )
少しでも世界の役に立ちますように。 ( 出雲路康照 )
バッジ忘れました。 ( 小藤幸男 )
Ｗeb 会議がありますので早退します。 ( 菅原将高 )
山内さん、ぜひお力になりたいと思います。 ( 杉本裕之 )
油谷さんの店で購入したカバンが快適です。ロータリーの
第 1歩は職業奉仕です。 ( 野村直之 )
また、雪が降りました。 ( 細江　究 )
ロータリーでは 2月は「平和構築と紛争予防」月間です。コロナ
の鎮静も祈願して。 ( 宮﨑茂和 )
竹原和行
 各　君

ゴルフ場でカラスに持っていかれたメガネが戻ってきました。  
 ( 清水則明 )
小原　涼さん、卓話ありがとうございます。 ( 油谷啓司 )
小原　涼様、卓話ありがとうございました。 ( 小藤幸男 )
ちょっと良いことがありました。 ( 村井　勝 )
市橋信孝・加藤幹夫
 各　君

小原　涼さん、卓話ありがとうございました。 ( 清水則明 )
次期会長をお引き受けして。 ( 山内鴻之祐 )
髙木さんの 1日も早い回復をお祈りします。また、山内さん、
ますますお元気で、ご指導頂きますようお願い致します。
 ( 出雲路康照 )
スポーツ庁より福井初のスポーツエールカンパニーに認定して
頂きました。ゴルフ、ソフトボール、キン肉など8つの同好会
が評価されました。 ( 清川卓二 )
また雪が降りましたね。皆様、車の運転はお気をつけて下さい。
 ( 竹生知子 )
親愛なる山内鴻之祐会員の義侠心にエール。髙木さんご健康
をお祈りします。もう2～3回越前バズーカを聞かせて下さい。
 ( 藤井健夫 )
【誕生日御祝】小森富夫・西澤雄三
【配偶者誕生日御祝】小森富夫
 各　君

■ 3月  4日(木)  
 栄誉行事/クラブフォーラム
  Mr.ロータリアンによる
  「ロータリーで培った友情」
■   3月11日(木)  
 福井RACとの合同夜間例会
   (会場：ジャルダン)
■ 3月18日(木)  
 ゲスト卓話
 (福井商業高校  チアリーダー部   
  JETS  顧問  五十嵐  裕子氏)

12 時 30 分 開会点鐘　
 会長挨拶
 委員会報告・幹事報告・その他
 ゲスト卓話 ( 福井大学教授  元キャリア支援課長  大橋 裕之氏 )    
 演  題：  今時の大学生　就職活動の実状
  ～NHK福井発ドラマ「シューカツ屋」の舞台裏から～
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
■   栄誉行事 /クラブフォーラム
 「ロータリーで培った友情」( 玉木パスト会長・岩下パスト会長 )

2021年  3月  4日(木)

2020-21 年度  会 長

清水  則明
　もう 2月半ばを過ぎましたのに、“なご
り雪 ”というには少々多い積雪となりまし
た。いつも雪が降ると思い出す言葉があ
ります。「欲深き人の心と降る雪は、積も
るにつれて道を失う」という言葉です。

　あまり欲が深いと人間としての道を失うということです
が、私もあまり欲をかかないよう、戒めの言葉としています。
　本日は、少し重要な話をします。　現在、当クラブの副
会長 兼 会長エレクトである髙木 義秀さんが、健康上の理由
により会長エレクトを辞退されることになりました。つま
り、次年度 (2021-2022 年度 ) の会長が欠員となります。
　福井 RC  細則第 3条第 5節に「役員および理事またはそ
の他の役職に生じた欠員は当該年度の理事会の決定により
補填すべきものとする。」という規定がありまして、会長エ
レクトは今年度の役員でありますので、会長エレクトに欠
員が生じた場合は、その補填を今年度の理事会で決めるこ
とになっています。
　また一方で、福井 RC  細則第 3条第 6節に「役員エレク
トまたは理事エレクトの地位に生じた欠員は、残りの被選
理事の決定によって補填すべきものとする。」という規定も
ありまして、次年度の理事役員に欠員が生じた場合は、そ
の補填を残りの次年度理事で決めることになっています。(会
長エレクトは当然のことながら次年度の役員でもあります。)
　これらの規定を受けまして、2021 年 1月 29 日に、次年
度理事予定者による会合が開かれ、髙木 義秀さんの会長エ
レクト辞退と、その補填として山内 鴻之祐さんの会長エレ
クト就任を決定いたしました。加えて、2021 年 2月 4日の
理事会で、髙木 義秀さんの会長エレクト辞退と、その補填

として山内 鴻之祐さんの会長エレクト就任を決定いたしま
した。　つまり、次年度の会長には山内 鴻之祐さんにご就
任頂くことになります。ただ、髙木 義秀さんは、今年度の
副会長としての役職は残りますので、念のために申し添え
ます。　また、この決定直前まで、山内 鴻之祐さんは副会
長エレクト ( 次々年度の会長予定者 ) の役職にありましたの
で、この決定により副会長エレクトが欠員となります。今
後速やかに副会長エレクトを補填できるよう候補者の検討
に入るとのことです。以上、皆様にご報告申し上げるとと
もにご了承をお願いします。
　髙木さんが当クラブの次年度会長予定者であったことは、
地区へは報告しておりますが、他クラブや世間一般には、
まだそんなに知られていないと思います。この度、会長を
辞退せざるを得ない健康上の問題が生じたことについては、
髙木さんの会社でもごく一部の社員のみにしか伝えておら
ず、公には伏せているとも聞いております。　皆様の中に
は福井経編興業さんと取引のある方もいらっしゃるかと思
いますが、この点、十分にご配慮いただき、本件は当クラ
ブ内に留めておいて頂きたいと思います。　宜しくお願い
します。髙木さんにおかれましては、治療に専念して頂い
て一日も早く元気な顔を見せてもらいたいと思います。
　本日のゲスト卓話は、教育支援団体 BEAU( ビュー ) 代表
理事の小原  涼 ( こはら りょう ) さんです。私、小原さんの
ことを全く存じ上げなかったのですが、ネットで検索しま
すと、高校在学中の 17 歳で会社を立ちあげ、コンサルタン
トやラジオのプロデューサー、雑誌の編集長などを手掛け
る多才な方のようです。2000 年生まれで、まだ二十歳そこ
そこであります。まさに「栴檀は双葉より芳し」という言
葉がピッタリくる方ではないかと想像いたします。「好奇心
を今、追求しよう」と題しての卓話です。宜しくお願いし
ます。

会員トピックス 
　清川  卓二 会員《清川メッキ工業㈱》は、国の「スポーツエールカンパニー」に福井県から初めて選出されました。
　「スポーツエールカンパニー」は働き盛り世代のスポーツを推進し、国民全体のスポーツ実施率向上を図る目的で 2017 年度
にスタート。認定企業にはロゴマークが配布され企業 PRに使用してもらう。
　清川メッキ工業㈱は「健康経営」の観
点で長年、従業員 5人以上でつくるスポー
ツ同好会などの結成費や活動費を助成し
ている。同好会はソフトボール・ゴルフ・
バドミントン・卓球・マラソンなどがある。
　
　右記は 2月 9日福井新聞に掲載されま
した記事です。

本日のお弁当

本日はユアーズさん
特製二段重弁当



● 現在会員 137名
● 出席者 93名
● 欠席者 35名
● 出席免除者欠席 9名
● 今回例会出席率 72.7％

● メークアップ 12名
● 欠席者 23名
● 修正出席率 82.8％

  1 月 28 日 ●メークアップ　　　伊藤　彰(2/6 地区 米山奨学委員会)、
清水則明・上田祐広・野村直之・伊藤　彰・城戸利枝・村田
良昭(2/20 地区職業奉仕講演会) 各　君

 2021 年  2 月 18 日　　第 3437 回　

例会報告

ゲスト卓話

幹事報告

幹  事　田畑  賢一

①  来週の例会は、アンコール弁当企画とし
て、前回よりも予算アップした萬谷特製お
弁当となっています。注文の都合上、出欠
の変更がある方は早めに事務局までお知ら

せください。

②  地区より感染防止対策実施のお願いが届いております。
一部抜粋し、下記に記載致しました。ご確認ください。

山内  鴻之祐会長エレクト

次年度会長挨拶

教育支援団体 BEAU(ﾋﾞｭｰ)　代表  小原  涼 様

　皆様こんにちは。  
　私は 35 歳の時にロータリークラブに入
会し、今年で数え年 81 歳になりますが、

2650 地区ではこの年齢で会長の任を受ける方はおそらく無
いと思います。   
　20 年近くこのような大役を辞退し続けてきましたが、清
水会長や理事の皆様からの勧めもありまた、この状況の意
を汲みお受けすることにしました。   
　私はこのロータリークラブが大好きで、35 歳で入会した
時、諸先輩方から「例会へは絶対に出席しなさい」と、か
なり厳しくご指導を頂き、今では例会への出席は一つの仕
事になっています。

　これまで厳しい状況もありましたが、多くの事を学びそ
の教えがあって乗り越える事が出来たと思っており、皆様
方もこのロータリーを通じて勉強をして頂き、ロータリア
ンの良さををわかる人生を歩んで頂きたいと思います。 
　私は国際ロータリーのテーマにもある   
　「THE　FUTURE　OF　ROTARY　IS　IN　YOUR　HANDS
　　≒ロータリーの未来はあなたの手の中に」
この言葉が大好きで、海外へ行ってもみんなに言う言葉が 
　「THE　FUTURE　OF　MY　FAMILY　IS　IN　MY　　　
　　HANDS　≒　私の家族の未来はわたしの手の中に」
　「THE　FUTURE　OF　MY　COMPANY　IS　IN　MY　　
　　HANDS　≒　私の会社の未来はわたしの手の中に」　
　このロータリーで学んだ事を、皆様と一緒に活動してい
きたいと思いますので、ご協力をお願い致します。

　今日は、「好奇心を今、追求しよう！」というテーマで、福井から全国に向けて新しい教育に挑戦している
私たち一般社団法人 BEAUの取り組みについて、お話させていただきます。
　私は 2000 年 9月 19 日、福井市で生まれました。父は福井市、母は大野市出身です。2010 年、10 歳の時に 3年弱、父の仕
事の関係で中国の上海市に住んでいました。当時私は 10 代前半。中国が世界 2位の経済大国になる瞬間を実際に現地で体感
しました。毎日のように高いビルが生えてきて、現地の学生は目がギラギラしていて。この感覚は何なのか？どこから来てい
るのか？という疑問から、金融やお金、経済の仕組みに強い関心をいだきました。私は昔から好奇心が強い性格でした。イン
ターネットや図書館で経済やお金の仕組みについて沢山調べました。調べるだけでは満足できず、実際に 5年生の時に仮想紙
幣をつくって、上海日本人学校のクラス内で流通させてみたりしました。
　中学 3年の秋頃に、15 歳から会社作れるということを知りまして、実際に経済活動をしてみたくなりました。いろいろ準
備を経て、高校 2年生の時、株式会社 RUProduction を起業しました。企業のブランド戦略のコンサルや、デザインに関する
事業を行っています。
　現在は東京を主な拠点とし、福井と東京の 2カ所で、株式会社 RUProduction の経営と、教育を行う非営利型一般社団法人
BEAUの経営をしています。
　私たち BEAUは現在、BEAU LABO Online という地域密着型の探究学習プログラムの企画開発、提供をしています。BEAU 
LABO は、「地域経済」「メディア」「観光まちづくり」などの様々な専門分野に関して、専門家や地域の企業の方々と、全国各
地の大学生パートナーと一緒に “社会実践的に ”学ぶ 3か月間のプログラムです。私たちは “福井県内外から集まった高校生
が地域社会のなかで共に好奇心を追求する ”、家と学校に次ぐ第三の教育モデルを、ここ福井から全国に届けています。
　2020 年 1月に始まった BEAU LABO は、もともとはオフラインのプログラムでした。主体的・対話的な学びはオフラインで
しか得られないと考えていました。しかしながら 2020 年 3月には新型コロナウイルスの影響が日本にも広がり、オフライン
で今までと同じように主体的・対話的な探究学習を提供するのが困難になります。探究学習や、対話をとおした学び、実践的
な学び、非認知能力の教育の大切さが浸透してきた矢先の出来事でした。コロナ禍でどうしようもないですが、人間らしく、
幸せに生きるために欠かせない学びの場を、あきらめるわけにはいきません。環境が、人の意識を大きく変えます。高校時代
は人生の分岐点ともいえます。私自身、高校時代に主体的な選択をして今があります。高校生はただでさえ環境が変えにくい
です。ましてや、このコロナ禍ではなおさらです。だからこそオンラインで、いかに高校生に “最高の学び ”を届けるのかが
重要です。プログラムを中止してから 2か月、毎日のように打ち合わせやヒアリングを重ね真剣にこれからの未来の教育につ
いて考え抜きました。そうしてオンラインで再スタートをきった BEAU LABO Online はおかげさまで福井県内をはじめ、全国
から沢山のお申込みをいただきました。3か月ごとに開催して 2021 年 2月現在で 4期目が進行中です。これまでに 241 名の
高校生が福井県の教育資源を活用しながら自分たちの興味のある分野について、学んできました。Zoom越しでも高校生の皆
さんの目のキラキラが伝わってくるのです。BEAU LABO は、地域や日本の未来に何かしら役に立つプログラムだと、私は確
信できました。福井発のこの第三の教育を、これからも多くの高校生に提供し続けたいと思います。そして、“教員以外の教育者”
を増やし、ニューノーマルの教育の在り方を皆さんと一緒に考えていけたらというふうに思います。

【今後の地区行事等における感染防止対策実施の更なるお願い】

　余寒厳しき折、かつ、コロナ感染について変異株の感染も認められる等依然として予断を許さない状況が続いておりますが、
皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。
2月 8日からは引き続き十都府県に緊急事態宣言の発令が延長され、解除の見通しが立っておりません。会員の皆様におかれ
ましては経済的にも精神的にも過酷な状況が続いておられることとご拝察申し上げます。
従来は地区行事とクラブ運営を分けて、地区方針をお伝えしてまいりましたが、2月 1日のジョン・ヒューコ事務総長の見解
表明（「人道的組織であるロータリーは会員と地域社会を守る責任を果たさなければならない。」）を受けて、地区とクラブが一
体として一致結束してコロナ禍に立ち向かう必要があることを強く再認識するとともに、「共に難局を乗り越えましょう」とい
う従来の地区方針並びに地区運営方針を今後も継続させなければならないことを強く感じております。
　既に地区行事につきましては、原則として、府県を跨いでの移動は禁止とし、WEB 会議若しくは少人数によるハイブリッド
方式での開催を基本として頂くことを表明しております。これに加えて府県を跨がなくてもリアルに人を集めるすべての会合
は原則として行わないことを推奨させて頂きます。
　また、地区行事においての会食は禁止とし、これをクラブの例会運営においても徹底して頂きます様引き続きお願い申し上
げます。
　今回発信させて頂く文書の適用期間は当面の間とさせていただきますが、今後の感染収束の状況を見ながら継続の是非を判
断させて頂きます。
例会をどのような形で開催するかについては、本来クラブで決めていただくことではありますが、以下の諸点にご留意頂きま
す様具体的にお願い申し上げます。

(1) 例会開催日から 2週間以内に居住地のある府県以外の地域への往来 ( 移動手段は問わない ) を行った会員はWEB で参加し
て頂く。
(2) 例会開催日から 2週間以内に居住地のある府県以外の地域から往来した方と直接の面会を行った会員はWEB で参加して頂
く。
(3) 例会開催日から 2週間以内に昼夜を問わず、家族以外の方と会食を行った会員はWEB で参加して頂く。
(4) 上記の (1) ～ (3) に該当する会員で、WEB による参加が困難な場合にはリアルの例会はご欠席頂く。
(5) 咳、くしゃみ、悪寒、発熱（平熱よりも高い場合）等、身体の異変がある場合には、参加を控えて頂く。
(6) 上記に該当する会員は欠席扱いとはせず、出席扱いとして頂くとともに、感染に不安を感じて欠席される会員についても出
席扱いとすることは従来通りであることを再確認頂きます様お願い致します。
   ※　上記（(1) ～ (6) は地区行事の出欠においても同様とさせて頂きます。
　最後になりますが、今一度、「感染せず、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」を実践して
いただき、さらに、「自身を守る」「仲間を守る」「若者を守る」という地区方針の再確認をお願いしたいと存じます。
　「それでも明けない夜はない。」
　皆様とリアルでお会いできる日を信じて共にこの難局を乗り越えましょう。

国際ロータリー第 2650 地区 2020‐21 年度
ロータリークラブ会員各位

2021 年 2月 16 日

国際ロータリー第 2650 地区
2020‐21 年度　ガバナー　松原  六郎

演  題「好奇心を今、追求しよう !  ～福井から全国、世界の生涯教育に取り組む～」

国際奉仕委員会　伊井  彌州雄 委員長

委員会報告

　本日の会報に折り込ませて頂きましたが、2021 年度国際大会がWEB による開催に決定致しました。すで
に登録料を振り込み済の方は全額返金となります。
　WEB 運営の詳細に関しては決定次第ウェブサイトにて案内があります。その他詳細につきましても折り込

み資料をご確認頂きたいと思います。2021 年ロータリー国際大会のウェブサイトにて　https://convention.rotary.org/ja　
『RI 国際大会 サイト　掲載文より』
　新型コロナウイルスによる脅威が続いていることを受け、2021 年 6月 12 ～ 16 日に台北（台湾）で開催予定だったロータリー
国際大会を、バーチャル行事として開催することとなりました。現時点で知っておくべき情報は下記の通りです。
国際大会、大会前行事、チケット料金の返金 RI は、登録者全員の登録を自動的にキャンセルし、返金を行います。全登録者に
情報をお伝えし、キャンセルと返金の手続きができるよう準備を行っておりますので、皆さまの登録、チケット、ホテル予約
のキャンセルについて RI 登録業務部に問い合わせの連絡をしないようお願いいたします。
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