
次回の例会

シェカール・メータ 馬場 益弘

《 2021-2022年度   R.I. テーマ 》 クラブテーマ：ロータリーの原点を思い出そう。
 そして人生を語り合い、愛を語り合い、経済を語り合おう。

地区スローガン：活力と輝き
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寄付金の状況
 9月30日現在 累　計 目   標 

ニコニコ箱  476,000円 3,000,000円
米山奨学金  897,000円 2,492,000円
ロータリー財団  1,515,600円 3,233,600円

ありがとうございました。

■ 開会点鐘 ： 12時30分
■ 閉会点鐘 ： 13時30分

■ ザ・グランユアーズフクイ
■ ゲスト卓話 /
　（防衛庁　福井県自衛隊幹部）　演題「自衛隊の災害復旧」

■ 10月14日(木)  
  ゲスト卓話
   (防衛庁 福井県自衛隊幹部   
    「自衛隊の災害復旧」)
■  10月21日(木)  
   福井RC 創立71周年
    記念例会
■ 10月28日(木)  
   会員卓話(山岸  恒一 会員)

12 時 30 分 開会点鐘　
  会長挨拶
  栄誉行事 (10 月度祝事者 )
  委員会報告・幹事報告・その他
  米山奨学生卓話 (ヴーティーハーさん )
13 時 20 分 閉会点鐘

今後の予定

2021年  10月 14日(木)
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会長挨拶

　本日、山内会長が所用のため欠席されて
いますので、会長代行を務めさせていただ
きます。
　最近　読んだ本で印象に残ったのがあり

ましたので、ご紹介します。タイトルは「母ちゃんのフラフー
プ」で、著者は田村　敦さんです。ロンドンブーツ 1号 2
号という吉本興業所属のお笑いコンビの一人です。
　田村　淳さんのことは、チャラチャラしていて軽そうな
感じで、あまり好きではありませんでしたが、この本を読
んで彼のことを見直してしまいました。本の内容は、「遺書」
に関することです。
　遺書といいますと、死期が間近に迫った人や自殺をする
人が残すものですから、「縁起でもない」とか「まだ先だから」
とか言って、前もって書く気にはならないのが普通だと思
います。
　しかし、よく考えると死というのは、いつ突然やってく
るか分かりません。この本を読んで、現時点での自分の思
いやメッセージを書き残しておくのも必要かなと思いまし
た。
　例えば、延命治療について、事前に自分の意思を残して
おけば、家族も判断に苦しむことはなくなります。また、
家族や親しい人への感謝の気持や伝えたいことを残してお
くのは必要だと思いました。もちろん、そう言った思いや
考えは変わりますので、一度書いて終わりではなく、最新
の気持ちに書き換えていけばいいのです。
　この本の前半は、田村淳さんの子供時代のことや芸能界
入りなど　ご自身のことについて書いてあります。後半は、
お母さんについて書いてあります。

　お母さんは 5年前に癌が見つかり、昨年 2020 年 8月 18
日に亡くなられます。著者は、その癌発症から亡くなるま
でのお母さんの姿をみて、遺書の必要性を実感します。　
　さらに、手紙とか文書ではなく、遺書を動画で伝えるこ
とを思いつきます。存命中にお母さんにも動画をとってお
いてもらったのですが、文字だけでは伝わらない暖かさと
か、直接に肌感覚で伝わってくるのを体感します。そんな
経験を踏まえ、慶應大学で「遺書の新しい概念のデザイン」
という修士論文まで書いています。自分がどういう風に「死
にたいか」を考えることが　どういう風に「生きたいか」
につながると、言っています。
　山内会長が今年度、皆様にお配りしている「名言集」で
すが、もともとは山内会長のお子さんやお孫さんにお渡し
するつもりで作られたと聞いています。たまたま、それが
今年度会長を務められる直前に刷り上がったものですから、
せっかくなのでロータリアンの皆様にもお配りして、例会
でそれを引用したお話をされています。この「名言集」も、
ある意味　山内会長のお子さんたちに宛てた「遺書」だと
思います。山内会長の長い人生の中で、自分を救ってくれ
て言葉、元気を与えてくれた言葉、道標となった言葉など、
心に突き刺さった言葉を伝えることで、幸せな人生を歩ん
でもらいたいとの思いや、もし同様の苦境に陥った時に参
考にしてもらいたいとの思いが、この名言
集に凝縮されていると思います。
　私も大した人生を歩んでおりませんが、
家族や親しい人への感謝とか自分の思いを
伝えるものを書いてみようかと、この「母
ちゃんのフラフープ」を読んで感じました。
皆さんも、機会があればご一読いただけれ
ばと思います。
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清水パスト会長、本日はよろしくお願いいたします。
 ( 山内鴻之祐 )
会長代行を務めさせていただいて。 ( 清水則明 )
後半の休会の分です。寄付金が少ないので苦労します。ご苦労
様です。 ( 宮﨑茂和 )
本日もたくさんのご寄付ありがとうございました。 ( 村田長隆 )
林　洋三
 各　君

アクトの活動報告、楽しみです。後ほど、YouTubeでしっかり
視聴します。 ( 山内鴻之祐 )
来月10月は米山月間です。 ( 清水則明 )
リアルでの例会が待ち遠しいです。 ( 竹生知子 )
辻恵利子・林　洋三
 各　君

本日は例会欠席します。申し訳ありません。 ( 山内鴻之祐 )
ローターアクトの皆さん、ようこそ ! ( 清水則明 )
清水パスト会長、本日はありがとうございました。 ( 浅井正勝 )
ローターアクトの皆さん、コロナに負けず頑張って下さい。
 ( 金井伸一郎 )
平井 RAC 会長、素晴らしい報告ありがとございました。RAC
のニコニコもあればよかったのに！ ( 清川卓二 )
早く対面での例会が開催できるように！ ( 田中成治 )
オンライン例会楽しんでおります。ありがとうございます。
 ( 辻橋清和 )
ニコニコ　ご無沙汰しておりました。 ( 林　洋三 )
ローターアクトの皆さん、コロナに負けず頑張って下さい。
 ( 村田良昭 )
江守康昌
【誕生日御祝】渡辺和男
配偶者誕生日御祝 / 日々感謝 ( 萬谷宏治 )
 各　君

ロータリー財団増進特別寄付金

米山奨学特別寄付金ニコニコ箱

10 月は「地域社会の経済発展月間」です。 －  地域と共に発展し、存続していくロータリーの支援  －
                「米山月間」です。 －  国際親善と世界平和に寄与したいというロータリアンの願い  －

2021年10月7日　第3462回本日の例会

オンライン例会 (zoom)

①  10 月からの例会についてご報告します。
 10/  7　第１例会　オンライン例会（zoom）
 10/14　第２例会　通常例会（ザ・グランユアーズフクイ）スクール形式
 10/21　第３例会　通常例会（ザ・グランユアーズフクイ）円卓形式
 10/28　第４例会　通常例会（ザ・グランユアーズフクイ）円卓形式

今後の新型コロナウイルス感染状況をみて、変更がある場合は速やかにお伝えします。
②  今月をもちましてクールビズを終了いたします。次回からのドレスコードをお間違えの無いようお願いいたします。
③  11/28 に開催予定のＩＭについて、申込みいただいた会員の皆さま、ありがとうございました。案内していた申込みの
〆切は過ぎましたが、ご参加いただける方は、明日の午前中まで受付できますので、是非、多くの皆さま、ご参加ください。
杉本知事の講演が予定されています。

幹事報告

幹  事　浅井　正勝

ニコニコ箱委員会
中山  浩成 委員長

R財団委員会
村田  長隆 委員長

米山奨学委員会
辻  恵利子 委員長

ご寄付ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

 9 月 30 日 ( 木 ) オンライン例会模様



● 現在会員 137名
● 出席者 52名
● 欠席者 63名
● 出席免除者欠席 17名
● 今回例会出席率 43.3％

● メークアップ 11名
● 欠席者 31名
● 修正出席率 80.9％

  7 月 29 日 ●メークアップ　　　長谷美左子・渡辺崇嗣(10/2 地区 ＜福
井＞職業奉仕担当者懇談会) 各　君

 2021 年  9 月  30 日　　第 3461 回 　【オンライン例会】　

　只今より、今年度の活動報告をさせて頂きます。今年度は既に 5回の例会を実施しており、本日の合同例
会が 6回目の例会とさせて頂いております。
後ほど、実施済みの例会についての報告をさせて頂きたいと思いますが、その前に当クラブの今年度の概要

について簡単にご説明いたします。
　設立記念日は 1989 年 4月 20 日、今年度は設立 33 年目の年度となります。設立 30 周年の年度には、節目として大勢のお
客様をお招きしての式典を開催いたしました。私は当時入会 2年目だったため、今はご卒業された先輩方に習いながら必死
に準備に取り組んでおりました。それがつい先日の出来事のように感じており、月日が流れる早さを実感いたします。また、
その際にはスポンサークラブの皆様方にも多大なご支援・ご協力を賜り、誠にありがとうございました。次々年度には 35 周
年の式典を開催予定でございますので、その際にはまたご支援・ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
　冒頭のご挨拶でも申し上げましたが、9月 30 日現在の会員数は 13 名（うち 1名は休会中）でございます。
　例会場は基本的に「福井市地域交流プラザ（アオッサ内研修室）」を使用しております。前年度までは、文京 6丁目にござ
いました「福井市研修センター」を例会場として使用しておりましたが、今年の 3月末をもって閉館されたので、今年度よ
り例会場を変更させて頂いております。これまでの「福井市研修センター」と比べると会議室料が若干上がっておりますが、
比較的広めの空間を確保する事ができるため今回のコロナ対策には適していると考えております。
　例会日は原則第一・第三水曜日の夜、月 2回の開催となっております。地区行事や他イベント日との兼ね合いもございま
すので、日程変更等には柔軟に対応しております。
　そして今年度、2021-22 年度は「主体的に行動する」というテーマのもと活動させて頂いております。ローターアクト活動

において経験値のある先輩方が卒業され、比較的経験値の浅い会員が残された今年度、ひとりひとりが自分にできる事を自ら
考え成長してほしいという想いを込めてこのテーマを設定いたしました。私も含め、会員各自まだまだ成長段階でございます
ので、残りの期間も精一杯活動に取り組んで参りたいと考えております。

　ここからは、今年度に実施した計 5回の例会について、活動報告をさせて頂きます。
　まず 7月第一例会として、「総会」を実施いたしました。2020-21 年度の活動内容報告・収支
決算報告及び、2021-22 年度の活動計画案・予算案の報告を行いました。スポンサークラブ様
より山内会長・浅井幹事・初瀬川ローターアクト委員長のお三方にご出席頂き、他クラブのア
クターから 2名のご出席を頂きました。また、高志法律事務所さ
まよりご紹介頂いた豊田和希会員の入会式も行いました。
　毎年、年度初めの 7月第一例会は必ず「総会」を実施する事となっ
ております。私自身も会長としての初仕事でございましたので、
非常に緊張しておりましたが、ご出席頂いた皆様のおかげでなん
とか乗り切る事ができました。
　7月第二例会は「ゾーン代表公式訪問例会」でございました。今年度福井ゾーン代表の長岡
君にお越し頂き、今年度の 2650 地区方針についてご説明頂きました。ゾーン代表の長岡君の
他、地区よりローターアクト委員長の岡本様、委員の林様、地区ローターアクト代表の辻村
君にご出席頂きました。スポンサークラブ様からは浅井幹事、初瀬川ローターアクト委員長
にご出席頂きました。
　8月第一例会は国際奉仕委員会担当で「ベトナム民間ゲーム例会」を実施いたしました。
国際奉仕委員長は、前年度まで米山奨学生でいらっしゃったグエン ホアン カン会員に務めて
頂いており「ベトナムと日本の架け橋」というプロジェクトテーマのもと活動しております。
こちらの例会では、カン会員がベトナムのご出身という事で、ベトナムの民間ゲーム「オーア
ンクアン」を行い楽しみました。ベトナムで昔から受け継がれているゲームという
事ですが、そのルールはなかなか難しいものであり、非常にゲーム性が高く頭を使
うゲームでございました。ご出席頂いた初瀬川ローターアクト委員長も、こちらの
ゲームには少々苦戦されてらっしゃる様子がお見受けできました。
　また、カン会員からお声掛け頂き、現在の米山奨学生でいらっしゃるヴー ティー 
ハーさんを含め、3名のベトナム人留学生にお越し頂きました。
　例会の初めには、新入会員 3名の入会式を行いました。福井銀行様よりご紹介頂いた、織田 
瑞花会員、同じく平本 万葉会員、ホテルリバージュアケボノ様よりご紹介頂いた八十島 光歩
会員の 3名でございます。年度初めは男性会員ばかりでございましたので、女性 3名の入会に
より一気にフローラルの香りが漂ったような気がいたします。スポンサークラブ様からは、初
瀬川ローターアクト委員長にご出席頂きました。写真下段の 3名の女性が留学生の方々です。
　8月第二例会は、社会奉仕委員会の担当で「ゴミ問題について学ぶ例会」を実施いたしました。今年度の社会奉仕プロジェ
クトは「足羽川の魅力再発見」という事で、足羽川についての理解を深め清掃活動を実施する内容
とさせて頂いております。今回の例会はその前段として、今年度社会奉仕委員長の村瀬会員よりゴ
ミ問題の現状について発表して頂きました。例会の後半にはグループに分かれ、自分たちが出来る
環境問題の改善というテーマで意見交換をしました。スポンサークラブ様からは、森川青少年担当
理事にご出席頂きました。
　9月第一例会はクラブ委員会担当の「納涼例会」としてボウリング大会を行い、会員間の親睦を深めました。今年度は新入
会員が多くいらっしゃる事もあり、例年実施しているビアガーデ
ンでの納涼例会を計画していたのですが、当面の間懇親会はでき
そうにないという判断のもと、食事を伴わない例会といたしまし
た。ゲームを通してコミュニケーションをとり、会員同士が親睦
を深める事ができたので、結果として実施して良かったと感じて
おります。以上、今年度実施済みの例会活動報告でございます。
　今後の計画としては「ロータリー会長卓話」や「ローターアクト委員長卓話」としてそれぞれ山内会長・初瀬川ローターア
クト会長に卓話を頂戴する機会を頂いたり、各会員の専門知識を生かす事が出来る例会を実施する予定でございます。また、
今年度は地区へ出向しているベテラン伊藤会員のネットワークを借りて、他ローターアクトクラブとの合同例会を多く計画し
ております。
　
　最後に、今年度福井ローターアクトクラブの会員について、年齢が 20 代半ばから後半という事で、働き盛りのため残業を
されたり、小さなお子さんのいるご家庭をもってらっしゃる方も多いので、なかなか出席率が伸びておりません。今年度はま
だ、全員が集まっての例会を実施する事が出来ておりませんが、可能であれば今年度中に一度は、全員が集まる例会を行いた
いと思っております。そのためにも、有意義で魅力的な例会づくり・活動を計画して参る所存でございますので、スポンサー
クラブの皆様方には引き続きご指導・ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
　以上をもちまして、福井ローターアクトクラブの活動報告とさせて頂きます。貴重なお時間を頂戴し、ありがとうございま
した。ご清聴ありがとうございました。

福井ローターアクトクラブ　活動報告
福井ローターアクトクラブ　平井　翔太会長

　今年度、福井ローターアクトクラブの会長を拝命しております平井でございます。
　スポンサークラブの皆様方には、平素より私どもの活動に多大なるご支援を賜り、深く感謝申し上げます。

　また本日も、合同例会に参加させて頂き誠にありがとうございます。

　我々福井ローターアクトクラブは現在、休会中の会員 1名を含め 13 名で活動に取り組んでおり、本日の合同例会には私を
含め 5名の会員が参加させて頂いております。また、今年度から入会した会員が 4名おり、本日はそのうちの 2名が参加さ
せて頂いております。新入会員にとって、スポンサークラブ様との合同例会に参加させて頂く事は本日が初めてとなります。
後ほど皆様方との懇談会の時間を用意して頂いているという事で伺っておりますので、その際にはまた色々とご教授頂きます
よう宜しくお願いいたします。
　そして、今回の合同例会はオンライン形式で開催して頂いております。我々も前年度より ZOOMを使用したオンライン形
式の例会を取り入れており、ウイルスが感染拡大している期間であっても、一度も休会する事なく全 24 回の例会を実施する
事ができました。
　我々の場合は会員数としても小規模ですし、その上 ZOOMに詳しい会員もおりましたので、オンライン例会の導入・運営
は比較的スムーズに行う事が出来ました。
　しかし福井ロータリークラブ様ほどの会員数ともなると、オンライン形式での例会運営やご準備は並大抵の事ではなかった
のではないかと存じます。
　山内会長・浅井幹事を始め、オンライン開催の運営に携わってらっしゃる会員の方々に対して厚く御礼申し上げます。

　私事ではございますが、明後日の 10 月 2日、昔から仲良くしていた従兄弟の結婚式に参加して参ります。私自身、今年の
2月に結婚式を挙げさせて頂いた身でございますが、それからもう半年以上、約 8か月の月日が流れようとしているのかと思
うと、時の早さに驚かされるばかりでございます。ローターアクトクラブの今年度も 3カ月が過ぎ、年間の 4分 1が終了し
ました。ローターアクトクラブの事に関してはまだまだ分からない事が多く勉強中でございますが、会長としての責任感は少
しずつ芽生えてきたのかなという実感がございます。とはいえまだまだ未熟な部分が多くございますので、クラブ員ともども
引き続きご指導を賜りますようお願いいたします
　以上でローターアクトクラブ会長挨拶とさせて頂きます。本日もどうぞ、宜しくお願いいたします。

福井ローターアクトクラブ　平井　翔太  会長

福井ローターアクトクラブ会長挨拶
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