
　　3月は「水と衛生月間」です。　                          － きれいで安全な水を使えるようにすることの重要性について考えよう。－ 
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寄付金の状況
 2月  25日分 累　計 目   標 
ニコニコ箱 28,000円 1,705,300円 3,000,000円

米山奨学金 12,000円 1,493,000円 2,430,000円

ロータリー財団 33,000円 2,193,400円 3,177,000円

ありがとうございました。

財団のグローバル補助金は「水と衛生」など6つの重点分野に
使われます。 ( 清水則明 )
まさに只今、長女が高校入試に臨んでいます。自分の力を発揮
できるよう祈ることしかできませんが、ガンバレ !! ( 後藤正邦 )
本日は春らしい温かい日で嬉しい限りです。 ( 野村直之 )
寄付もいいけど…。今年度のように財団補助金を大いに使いま
しょう。財団の重要性が理解できます。 ( 宮﨑茂和 )
小藤幸男・細江　究
 各　君

カン君、米山奨学生無事終了おめでとうございます。引き続き
ローターアクトの活動よろしくお願いします。 ( 清水則明 )
カン君、米山奨学生卒業おめでとうございます。ローターアク
トクラブでも活躍してください。 ( 油谷啓司 )
玉木、岩下 両君のクラブフォーラムに乾杯。 ( 北島　恬 )
小藤幸男
 各　君

岩下パスト会長、玉木パスト会長、有意義なクラブフォーラム
になりました。ありがとうございました。 ( 清水則明 )
玉木、岩下、両パスト会長の友情に拍手です。 ( 大森正男 )
今日のクラブフォーラム「ロータリーで培った友情」よろしくお
願いします。 ( 玉木　洋 )
玉木、岩下、両パスト会長、フォーラムでのお話ありがとうご
ざいました。 ( 登谷大修 )
岩下さん、玉木さん、楽しいお話、ありがとうございました。
 ( 藤本潤一 )
暖かくなってきました。晴れると山がきれいに見えてうれしい
気持ちになります。 ( 角谷恒彦 )
2月は「水と衛生月間」です。 ( 清水慶造 )
皆出席御祝 / なんとか 3年皆出席できました。ありがとうござ
います。 ( 森川圭造 )
在籍御祝 / 家内のおかげで 15 年続けられています。
 ( 油谷啓司 )
【誕生日御祝】清水則明・須賀原和広・田中成治・中広　久・
橋本泰久・藤本潤一
誕生日御祝 / 脳梗塞で死ぬ真際から生還して3年半。お陰様
でまた誕生日を迎えられそうです。 ( 出雲路康照 )
岩下、玉木　両パスト会長。卓話ありがとうございます。
 ( 木村憲一 )
この歳も元気で精一杯頑張ります。 ( 竹内宏司 )
去年の 3月はつらいコロナの幕開けとなる50 代の始まりでし
たが、今年は良い年になるといいですね。 ( 前川小百合 )
【配偶者誕生日御祝】伊藤　彰・岩﨑　新・小藤幸男・斉藤信二・
坂本安夫・田畑賢一・長谷美左子・長谷川英一
配偶者誕生日御祝 / あと数年で金婚式になります。 ( 油谷啓司 )
配偶者誕生日御祝 / いつまでも互いに健康で長生きしたいも
のです。 ( 清水嗣能 )
配偶者誕生日御祝 / ありがとう。 ( 杉本裕之 )
配偶者誕生日御祝 / 妻にはいつも感謝です。 ( 村田良昭 )
【結婚記念日御祝】伊藤　彰・上田祐広・片山　元・
北島　恬
結婚記念日御祝 / 岩下パスト会長、玉木パスト会長、ありがと
うございました。 ( 田畑賢一 )
結婚記念日御祝 / 忘れてました。29 回目です。 ( 渡辺一史 )
 各　君

■ 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)
■  3月25日(木)  
 会員卓話(萬谷  宏治会員)
■ 4月  1日(木)  
 花見例会(夜間例会)
   (会場：開花亭)
■ 4月  4日(日) 
  2020-21年度　地区大会

18 時 30 分 開会点鐘　
  会長挨拶
  新会員入会セレモニー /　長谷川  智洋氏、南　宏季氏
  米山奨学生修了書贈呈 / 　グェン・ホアン・カン君
  米山カウンセラー感謝状授与 /　前川 小百合会員
  委員会報告・幹事報告・その他
  福井ローターアクトクラブ活動報告    
19 時 40 分 閉会点鐘

今後の予定本日の例会 2021年 3月 11日　第3440回

会長挨拶

米山奨学特別寄付金
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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
 ( 福井商業高校  チアリーダー部  JETS  顧問　五十嵐　裕子氏 )

2021年  3月 18日(木)

2020-21 年度  会 長

清水  則明
　3月に入りました。3月は「水と衛生月
間」です。RIの重点分野は6つありますが、
そのうちの一つに「水と衛生」があります。
　財団のグローバル補助金はこうした重
点分野に対して使われます。RI の資料に

よりますとトイレなどの十分な衛生施設を利用できない
人々が世界には 25 億人以上、そしてきれいな飲み水を利用
できない人は 7億 4800 万人もいるそうです。福井 RCも何
年か前にインドネシアの水事業に参加致しましたが、RI は
井戸を掘ったり、雨水貯蔵システムを設置したりするだけ
でなく、それらの設備を維持する方法を地域の人達に教え
ているそうです。　また、2030 年までに、世界の人達が衛
生的な水を手にできるようにする目標も掲げています。日
本は、地形的な関係もあり水には恵まれていますし、衛生
状態にしても素晴らしく、有難い国でありますが、節水を
含め改めて水の重要性を考える機会にしたいと思います。
　本日は「エコドライブ」についてお話します。
　エコドライブという言葉は聞いたことがあると思います
が、実践されている人は少ないのではないでしょうか？　
　エコドライブの “エコ ” には 2つの意味があります。まず
エコロジーの “エコ ” で、環境にやさしいということです。
エコドライブを実践すると地球温暖化の原因となる CO2 が
削減されます。もう一つはエコノミーの “エコ ” です。これ
は、経済的ということで、エコドライブを実践すると色ん
な経費を節約することが出来ます。例えば、燃料費が節約
できます、自動車部品 ( タイヤ、ブレーキライニングなど )

の消耗が抑えられます、故障も減りますし車も長持ちしま
す。そして何よりこれが一番大事なのですが、交通事故の
確率がグンと減ります。　皆さんは、多少燃料費が増えても、
車の寿命が短くなっても、問題ではないでしょうが、私ど
も運送会社は、ドライバーにエコドライブを実践させるこ
とが大きなコスト削減になります。毎月エコドライブミー
テイングをして、燃費の管理をしています。エコドライブ
を実践すると燃費が 10%くらいは簡単に変わってきます。
　以下、エコドライブの方法です。
  1. ふんわりアクセル ( ゆっくり加速する )
  2. 車間距離にゆとりをもって、加速・減速を少なくする
  3. 減速時は早めにアクセルを離す ( 惰性運転で減速する )
  4. エアコンの使用は適切に
  5. ムダなアイドリングはしない　
  6. 渋滞を避け、余裕をもって出発する
  7. タイヤの空気圧から始める点検・整備
  8. 不要な荷物はおろす
  9. 走行の妨げとなる駐車はしない
10. 自分の燃費を把握する
　「運転が示すあなたのお人柄」という標語がありますが、
運転にはその人の性格が出ます。乱暴な運転をしていると
乱暴な人なのかなと思われます。皆さんはそんな事はない
と思いますが、事故の確率を減らすためにも是非エコドラ
イブを実践して頂きたいと思います。
　先ほど10項目上げましたが、要は「ゆっくり発進して、ゆっ
くり停止する」を意識して運転してもらえれば、十分エコ
ドライブになります。是非、一度「ゆっくり発進　ゆっく
り停止」を実践して、燃費がどの程度違うのかを比較して
みるのも面白いと思います。

会員トピックス 
　浮田  愼太郎 会員《福井トヨタ自動車㈱》は清明地区 自主防災会連絡協議会と福井県が進める「地域・企業防災連携推進事業」
に基づき大規模災害時に同社本社を清明地区住民の一時
的な避難場所とする協定を締結されました。
　清明地区に風水害など避難指示が出された場合に本社 4
階フロアを住民に開放されます。
　
　右記は 2月 16 日福井新聞に掲載されました記事です。

本日のお弁当

福井ローターアクトクラブとの合同例会

ユアーズさん
特製二段重弁当



● 現在会員 137名
● 出席者 97名
● 欠席者 33名
● 出席免除者欠席 7名
● 今回例会出席率 74.6％

● メークアップ 7名
● 欠席者 22名
● 修正出席率 83.3％

  2 月 18 日 ●メークアップ　　　渡邉義信(2/27 地区2021-22年度 第2回 
地区チーム研修セミナー)、竹生知子(3/2 勝山)、前川小百合
(3/6 米山奨学生 終了式)、城戸利枝(3/7 国際奉仕セミナー)
 各　君

 2021 年  3 月 4 日　　第 3439 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
君に清水  則明 会長より奨学金の授与がさ
れました。

配偶者誕生日御祝

在籍御祝

森川  圭造 会員 (3 年 )

油谷  啓司 会員 (15 年 )
椿原  徹也 会員 (5 年 )

田畑  賢一 会員・上田  祐広 会員・後藤  正邦 会員・北島　恬 会員
片山　元 会員・菅原  将高 会員・伊藤　彰 会員・渡辺  一史 会員

清水  則明 会員・長田  裕美 会員・中広　久 会員・橋本  一也 会員・竹内  宏司 会員
前川  小百合 会員・田中  成治 会員・須賀原  和広 会員・藤本  潤一 会員
出雲路  康照 会員・三浦  博樹 会員・木村  憲一 会員・開発　毅 会員

誕生日御祝

結婚記念日御祝

例会報告

栄誉行事

クラブフォーラム　『ロータリーで培った友情』

★まずは田畑幹事からお二人のパスト会長のロータリーの略歴を紹介
お二人はともに 1948 年生まれの団塊世代です。
■岩下  春幸パスト会長
　1990 年 10 月に 42 才で入会。推薦者は故佐野俊男氏、故山本  一雄氏。   
　2001 ～ 02 年度　幹事（会長は宇野  良二氏）福井あじさい RC設立に尽力されました。  
　2007 ～ 08 年度　会長（幹事は九住  竜夫氏）   その後、IM実行委員長、第 2650 地区ガバナー補佐など要職を務めました。
■玉木　洋パスト会長
　1986年9月に38才で入会。推薦者は、故渡辺  元嗣氏と村井　勝氏。  翌年の地区大会主管クラブの「事務局要員」として？入会。
　1996 ～ 97 年度　幹事（会長は故・宮本  数男氏）   2014 ～ 15 年度　会長（幹事は藤本  潤一氏）

２）田畑幹事：それでは、最初にお二人の出会いについて教えてください
　岩下：私が福井 JC に入会したのは、1973 年 25 才の時でした。親しくお付き合いをしていたのは、故・山本  一雄氏などで
した。その「山本組」の代貸しは山浦  節桜氏（福井北 RC）で、私は若頭のような立場でした（笑）。その山本  一雄氏が麻雀
をやりながら「お前らロータリーに入れ！」と言われ、同じ年齢の加藤  信一氏と同時に入会させられました。
　玉木さんは、30 才を過ぎてから JC に入会して、同じ年でしたから顔や名前は知っていても、JC 時代にはあまり密な交際は
無かったようです。
　玉木：私も岩下さんのことは、父親同士が同じライオンズクラブに所属していたこともあり、存じていました。どちらかと
いえば「岩下氏は良家の遊び人」というイメージがあり、私は会社創業から日も浅い上に、入会間もない JC であり、その両方
のミッションに追われて遊んでいる暇はありませんでした（汗）
岩下：玉木氏は、水原 JC 訪問で燃えていた「近くて遠い国」とか言って韓国語講座を国際交流委員会事業として行っていた。「実
につまらんことをやっているなと思っていた。私は既に何回となく韓国に行き、活きた韓国語少し知っていた、特に夜の部の
韓国語は（笑）」ですが、特に玉木氏と近くなったのは済州島旅行。当時の明治生命の同じ保険に加入して代理店のイーグル企
画（鷲田会員の親父さん）が接待旅行に連れていってくれました。この保険、役員退職金に充当するものでしたが、イーグル
企画は大儲けだったのかな？（笑）

３）田畑：JC 時代には、あまり交際が深くなかったお二人が、ロータリーで親しくなったのには、どのような経緯がありまし
たか？
　玉木：第一に、ゴルフと旅行。ゴルフは 30 才台後半に村井　勝氏に手ほどきをいただき始めてはいましたが、あまり熱心
ではなかったです。ゴルフを本格的に始めたのは、バブル崩壊不況の赤字経営から持ち直した 42 才ごろからです。同じ年齢
の岩下氏がやたら上手なゴルフをしているので、これを目標に精進し、40 才台後半に岩下氏を追い抜いて先にシングルプレー
ヤーとなりました。その後、岩下氏も追いかけるようにシングルプレーヤーになりました。現在のゴルフの腕前は、岩下氏の
方が上でほとんど負けています（汗）また、お互いに海外旅行が好きなので、旅行＆ゴルフで親密になりました。
　岩下：私もゴルフが好きでロータリー入会早々に故・佐野  俊男氏や品川  一郎氏に「ゴルフ同好会をつくれ！」と言われて「友
の輪ゴルフ会」を設立しました。旅行＆ゴルフが好きで数多く海外遠征ゴルフに行きました。玉木氏とは東南アジアライン。故・
山本  一雄氏とは、ほとんどがハワイ、ラスベガス、グアム、サイパンなどアメリカラインです。
　玉木：私もハワイ、ラスベガス、グアムにご一緒しましたよ。
　岩下：ついでながら、ロータリーのおつとめでは、私が会長時代の親睦活動委員長の野尻  章博氏とは、その後も現在まで「親
睦同好会季楽会コンビ」を組んで奉仕を今でも継続しています。しかし、趣味や親睦の世界だけではなく、ロータリー活動の
中でもその絆を深めてきました。
　玉木：そうですね。特に「会員増強」では、岩下会長のもと、私が会員増強委員長を務め、二人の協力で大きな成果につな
げました。渡辺  和男氏、平野  洋一氏、清水  正一、斎藤  英夫、奥村  隆司、中広　久、渡邉  義信、市橋  加奈子、上田  祐広、
など現在籍中の会員だけでも会長職の推薦名前貸しを含めても岩下・玉木合わせて 30 名以上います。
　特に渡邉  義信氏、市橋  加奈子さんの入会の折には、理事会で一人の理事から反対意見が出て難儀しました。転勤族でもな
い渡邉  義信氏の入会には「氏素性がわからない人物を入会させても良いのか？」という意見に対して、「推薦者の玉木さんと
会長の私が責任を取るから、どうか承認してください！」と岩下会長ともども強く説得した経緯があります。
その「氏素性の知れない」渡邉  義信氏は、2年後に岩下氏が IM実行委員長の折には事務局長として玉木副実行委員長ととも
にしっかり支えました。さらに、2012 ～ 13 年度の野村会長の折の幹事として活躍し（ちなみに渡邉氏の入会に反対した理事
は後の野村会長（笑））、2018 ～ 19 年度の会長をつとめ、野球部での活躍も含め、現在は、第 2650 地区の会員増強・拡大委
員会の副委員長としても貢献しています。

４）田畑：これからの友情と相手に期待することをおきかせください。　
　岩下：先ずは健康、それから「君子は水の交わり」と言うけれど、淡くサラッとお付き合いをお願いします。
それと、コロナ終息したら先ずは東南アジア（比国セブ島）へのゴルフ遠征。特にセブ島には待っている人がいるからネ（比
人と結婚して日本人向けにガイドとバス・車の手配しくれたレンタカー会社の有村さん夫婦）彼ら夫婦は折角立ち上げ順調だっ
た会社がコロナに打ちのめされたと思う。「早く応援してやらないと」と思っているのでは？）
　玉木：私の方は、理屈と努力を積み重ねた実践・省察の経営者＆ゴルファー。岩下さんの、感性の優れた経営者＆ゴルファー
に敬服しています。これからも「ゴルフが出来る４つの幸せ」に感謝して、末永くお付き合いください。これは、岩下氏から
教えていただいたことです。
1. 健康であることに感謝　　2. プレーフィーを払える金銭的な余裕に感謝　　3. 家族や社員の理解による時間的な余裕に感謝
4. 一緒にプレーしてくれる友人達に感謝
　それにしても、私たちアマチュアプレイヤーは、ゴルフが上達しても所詮「自己満足」。顧客満足、社員満足、取引先満足、
地域社会満足のあらゆる関係先を満足させる「経営品質の向上」をはかりましょう。

清水  嗣能 会員・山本　恵 会員・覺井  浩一 会員・小藤  幸男 会員・坂本  安夫 会員
田畑  賢一 会員・長谷  美左子 会員・伊藤　彰 会員・村田  良昭 会員・斉藤  信二 会員
杉本  裕之 会員・梅井  啓介 会員・油谷  啓司 会員・岩﨑　新 会員・長谷川  英一 会員

幹事報告

幹  事　田畑  賢一

①　来週はジャルダンにてローターアクト
との合同夜間例会となっています。
18：30～ですのでお間違えのないようにお
願いします。当日はジャルダン特製お持ち

帰り弁当をご用意します。日華化学様の駐車場をご好意に
より用意しておりますが、できるだけ乗り合わせでお越し
ください。
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。

　岩下  春幸 パスト会長と玉木　洋 パスト会長の
クラブフォーラムでは『ロータリアンの友情』を
テーマに貴重なお話がたくさん聞け、お二人の RC
の歴史や笑いもあり、会場は盛り上がりました。
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