
　　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
 3月  11日分 累　計 目   標 
ニコニコ箱 17,000円 1,826,300円 3,000,000円

米山奨学金 10,000円 2,268,000円 2,430,000円

ロータリー財団 16,000円 3,083,000円 3,177,000円

ありがとうございました。

ジャルダンさんの料理でワインを飲めないのが残念です。
 ( 清水則明 )
長谷川さん、南さん、ご入会おめでとうございます。 ( 上田祐広 )
3/11 気仙沼を思い出します。 ( 北島　恬 )
当たり前のようにこうして例会に出席できる日常の有難さに感
謝します。 ( 後藤正邦 )
長谷川さん、南さん、ご入会おめでとうございます。 ( 清水嗣能 )
ジャルダンさんのお弁当が楽しみです。 ( 野村直之 )
久しぶりのジャルダンでの例会に出席出来て。 ( 宮﨑茂和 )
小藤幸男
 各　君

カン君、これからもベトナムと日本の懸け橋となって尽力をお
願いします。前川さん、カン君のカウンセラーありがとうござ
いました。 ( 清水則明 )
米山奨学生の世界での活躍を祈って。 ( 出雲路康照 )
油谷啓司・加藤幹夫・小藤幸男
 各　君

長谷川智洋さん、南　宏季さんの入会を歓迎します。
 ( 清水則明 )
長谷川さん、南さん、ご入会おめでとうございます。
 ( 増田喜一郎 )
長谷川さん、南さん、ご入会おめでとうございます。
 ( 渡邉義信 )
ジャルダンにようこそ。 ( 江守康昌 )
3.11 を想って。 ( 中山浩成 )
本日もニコニコありがとうございます。 ( 山野井秀一 )
 各　君

■  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
■ 4月  8日(木)  
 栄誉行事/
 次年度クラブ基本方針発表
  (山内  鴻之祐会長エレクト)

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
  ( 福井県立福井商業高等学校
    チアリーダー部　JETS　顧問教諭　五十嵐　裕子氏 )    
  演  題「福井をチアのまちに！～次なる私の挑戦～」
13 時 30 分 閉会点鐘

今後の予定本日の例会 2021年 3月 18日　第3441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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2020-21 年度  会 長

清水  則明
　本日は、ローターアクトとの合同例会
です。アクト会員の 13 名中 10 名が出席
しています。去る 2月 7日にローターア
クトの平井さんと坪川さんが結婚をされ
ました。　おめでとうございます。

　「世界ローターアクトの日」というのがあるのですが、そ
れが明後日 3月 13 日です。また、13 日から 20 日までを「世
界ローターアクト週間」として、ローターアクトへの理解
と支援を推進する週となっています。
　最近、国際ロータリーがローターアクト ( 以下 RA) に対す
る規定を改定しました。例えば、RAクラブが国際ロータリー
の加盟クラブになったり、30 歳までという年齢制限を撤廃
したり、他のクラブにも所属できる二重会員身分も認めら
れました。RAクラブの独立性が進んだ形です。
　ただ現在は、まだ過渡期で従来のスポンサークラブとの
関係は維持されていますが、RAの会員もスポンサークラブ
の会員企業に勤める社員が多いので、引き続きサポートが
必要だと思います。特に福井ローターアクトクラブには、
ここ 2～ 3年で卒業する会員が多数いますので、若い人を
入れていかないと RAの存続が危うい状況にあります。皆様
には引き続きの支援を宜しくお願いします。
　本日は、まさに東日本大震災からちょうど 10 年目の日で
あります。私も震災が起きた 14 時 46 分に黙祷をささげま
したが、1000 年に一度の規模だったと言われています。　
　YouTube などで当時の津波の様子を改めて見て、恐いと
いうより凄すぎて、まるで映画を見ているようであります。
　ある日突然、家族、家、街、仕事、身の回りの物全てが
なくなるわけです。　まして亡くなった方は自分の人生が

その日で終わってしまうなんて、想像すらしなかったと思
います。　今まで当たり前だと思っていたことが、当たり
前ではなくなってしまいました。　
　地震に限らず、近年　想定外の豪雨、台風が多発してい
ますし、火災などの災害は、いつどこで起きるか分かりま
せん。各家庭や会社で有事の際を想定し、万が一のために
準備しておくことが大事だと思います。色んな防災グッズ
が売られていますが、水の備蓄やオール電化の家は停電に
なると何もできなくなりますので、懐中電灯やコンロは必
需品です。
　私が日頃からやっているのは、自動車の燃料は半分になっ
たら、給油するようにしています。これは、いざという時
　燃料が入らない場合・入れられない場合を想定していま
す。給油頻度が多くなり少し面倒ですが、車は暑さ寒さを
しのぐ空間になりますし、そのまま遠くまで移動できます
ので、是非　おすすめします。
　また、今日 3月 11 日は、WHOが新型コロナウイルス感
染症を「パンデミック ( 世界的大流行 )」と宣言してから　
丁度 1年だそうです。これまでに感染者は 1億 2千万人近
くになり、死者は 260 万人を超えました。なんと世界中で
は63人に1人感染したことになります。特にアメリカに至っ
ては 11 人に 1人感染しています。この新型コロナでも、今
まで当たり前だと思っていたことが出来なくなってしまい
ました。　
　「あたりまえ」の反対の言葉は「ありがたい」だと言われ
ます。私たちは当たり前の有難さを往々にして忘れがちで
すが、災害は忘れたころにやってきます。世の中の災害を
他人事と思わず準備しておくことが、自分や家族、社員を
守ることになります。まずは “自助 ” でありますから、3月
11 日にあたって、そんなことを考えるきっかけにしなけれ
ばと思います。

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
■ 会員卓話 ( 萬谷  宏治 会員 )2021年 3月 25日(木)

会員トピックス 

　山本　恵 会員《明治安田生命保険相互会社》は地
元の元気応援寄付」事業の一環として新型コロナウ
イルス感染防止に役立てていただこうと福井市に 15
万円寄付 ( 目録 ) を贈呈されました。
　
　右記は 2月 19 日福井新聞に掲載されました記事
です。

本日のお弁当
本日はジャルダンさんにフレンチフルコース特製お弁当を
ご用意していただきました。ご自宅にてワインと一緒にお
召し上がりいただければと
思います。

幹事報告

幹  事　田畑  賢一

① 　今週の会報ですが、本日夜間移動例会
のため、来週の例会でお渡ししたいと思い
ます。
② 　5月 9日に

開催されます外国人技能実習生
交流事業ですが、また参加者が
定員に達していません。どなた
かお知り合いの企業さんがあれ
ばご紹介ください。



● 現在会員 139名
● 出席者 73名
● 欠席者 54名
● 出席免除者欠席 12名
● 今回例会出席率 57.4％

● メークアップ 0名
● 欠席者 23名
● 修正出席率 82.4％

  2 月 25 日 ●メークアップ　　　伊藤仁一郎(2/27 地区2021-22年度 第2
回 地区チーム研修セミナー)、(3/4 理事会 18名) 各　君

 2021 年  3 月 11 日　　第 3440 回　

　伝統あるクラブに入会させて頂き光栄に
存じます。

積極的に参加致します。何卒よろしくお願い申し上げます。

㈱ JTB　福井支店
支店長　長谷川  智洋 会員

　伝統と格式あるクラブに入会させて頂
き、諸先輩方とご一緒できる機会に恵まれ

たことに感謝申し上げます。

㈱ウララコミュニケーションズ
執行役員統括部長　南　宏季 会員

　伊藤会長よりローターアクトクラブ活動報告をしていただきま
した。

福井ローターアクトクラブ
会長　伊藤  恭平

入会セレモニー

福井ローターアクトクラブ活動報告

米山カウンセラー感謝状　贈呈

米山奨学生　終了証　授与

米山奨学生　挨拶

例会報告

福井ローターアクトクラブとの合同例会

米山奨学生　グエン ホアン カン君

【感謝の挨拶】
　皆様！！こんばんは

　今日、私は米山ロータリー奨学生としてここで挨拶する
のは最後となりました。皆様に感謝の気持ちを簡単な言葉
だけで伝えないと思います。
　2019 年４月、私は米山ロータリー奨学生になれて、私に
とってとても光栄なことです。
　奨学金の制度と福井ロータリークラブのおかげで、私は
福井県立大学を卒業して、大学院に入ることができました。
いただいた奨学金は，生活費，研究資料及び交流活動の費
用等として使わせていただきます。
　現在では、奨学金のご支援のおかげで，勉学、就職活動
と忙しい中で、アルバイトの時間を減らしても、やりたい
ことを取り組むことができております。また，色々なイベ
ントに参加 できて， とても充実している生活を送っており
ます。

　2020 年、新型コロナウイルスが世界に拡大の中、僕が皆
様に会える機会が少なくなりましたが　いつも私のカウン
セラー、クラブの方々はいつも応援していただいて、自分
が嬉しくて、感謝の気持ちがいっぱいです。
　奨学生 2年間は私にとって楽しく有意義な期間だと思い
ます。各年度会長様、幹事様、カウンセラー前川さん、ま
た福井ロータリークラブの皆様に本当に大変お世話になり
ました。奨学生の期間が終わりますが奨学会やクラブの方
針、理念を心に刻んでおき、母国と日本の架け橋となる大
活躍前よりもっと頑張ります。
　今日の例会は米山ロータリー奨学生として最後の例会で
すが次は福井ローターアクトの会員として合同例会に参加
させていただきます。どんな活躍でもよろしくお願い致し
ます。
　最後になりますが皆様はご活躍、ご健康をお祈り申し上
げます。本当にありがとうございました。

2020 学年度　米山カウンセラー　前川  小百合会員へ
感謝状が贈呈されました。

2020 学年度　米山奨学生　グエン ホアン カン君に奨学期間
終了にあたり
清水  則明 会長より「終了証」授与並びにクラブより卒業の
記念品が贈呈されました。
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