
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
 10月14日現在 累　計 目   標 

ニコニコ箱 211,000円 687,000円 3,000,000円
米山奨学金 40,000円 937,000円 2,492,000円
ロータリー財団 87,000円 1,602,600円 3,233,600円

ありがとうございました。

■ 10月28日(木)  
   会員卓話(山岸  恒一 会員)
■ 11月  4日(木)  
   栄誉行事/ゲスト卓話
■ 11月11日(木) 
    クラブフォーラム
    (R財団委員会)
■ 11月18日(木)  
   職場訪問例会
   (訪問先：清川メッキ工業㈱)
■ 11月25日(木)  
   米山奨学生卓話
    (ヴー ティー ハーさん)

12 時 30 分 開会点鐘　
  会長挨拶
  新会員入会セレモニー / 
   木村  佳美 氏・柳町  剛弘 氏
  委員会報告・幹事報告・その他
  創立 71 周年企画 ( 親睦活動委員会 )「福井 RC同好会　紹介」
13 時 20 分 閉会点鐘

今後の予定

■ 開会点鐘 ： 12時30分
■ 閉会点鐘 ： 13時20分

■ 会場：ザ・グランユアーズフクイ
■ 会員卓話 ( 山岸  恒一 会員 )2021年 10月 28日(木)
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会長挨拶

　会員の皆様、お久しぶりです。コロナとの戦いも少しく落ち着いてまいりました。zoom例会も先週で終わ
り、リアル例会がようやく始まりました。お蔭様で多くの会員の皆様のご協力を得て三回の zoom例会を開
催し、ある意味で福井ロータリークラブの実力を見ることが出来たと言えるのではないでしょうか。
　今日は久しぶりに皆様にお会いでき元気を頂けるように思います。やはりロータリークラブ例会はお会い

して楽しむことが基本ですね。
　さて、今日は、私の人生を決定づけた名言集３８の言葉を学びましょう。
　「ボケたらあかん、長生きしなはれ」です。
　世尊の教え、それは生あるもの必ず老い消えゆくということです。
　我々事業をやっていて一番難しいのは後継者を育てることではないでしょうか。懸命に働き、懸命に会社を維持発展させる
のも大変な努力が要りますが、その仕上げは後継者を育てることでしょう。それを教えてくれたのがこの言葉です。私の幸せ
を作ってくれた言葉です。作った方は９４歳です。

　勝ったらあかん、負けなはれ。いずれお世話になる身なら、若いもんに花持たせ、一歩下がって譲るのが円満に行くコツですわ。
何時も感謝忘れずにどんな時にもへえおおきに。
　この名言は、六番までありますが、私はすべて覚えております。
　人生を誤らないためにこのロータリークラブを人生道場として、自分を高め自分を律し生き抜きたいものです。格式と伝統
を重んじている我が福井ロータリークラブは正にそのような人間を育てるための場所なのです。
　大いに学び大いに楽しみ自らの品位と品格を高める努力を続けてまいりましょう。皆様の更なるお幸せ、ご健康をお祈りし
て会長挨拶といたします。

2021-22 年度  会 長
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リアル例会と東様の卓話に感謝して。 ( 山内鴻之祐 )
米山月間です。 ( 清水慶造 )
辻恵利子
オンライン例会期間中寄付申出いただきました会員様
( 山内鴻之祐・浅井正勝・油谷啓司・木瀬雅博・辻恵利子・
林　洋三・平野洋一 )
 各　君

福井自衛隊本部長 東様の卓話に感謝して。 ( 山内鴻之祐 )
市橋さん先日、ホテルの起工式おめでとうございます。楽しみ
にしています。 ( 油谷啓司 )
久しぶりに会員の皆さまとお会い出来て嬉しいです。
 ( 出雲路康照 )
コロナが大きく減少したことを喜ぶと共に第 6波への警戒をし
ましょう。山内会長 80 歳おめでとうございます。「ボケたらあ
かん、長生きしなはれ」って大事ですね。 ( 片岡正明 )
自衛隊の皆様、日本の防衛と安全保障のために昼夜をとわか
たずご尽力いただき、ありがとうございます。 ( 野村直之 )
東 良子様、卓話ありがとうございました。 ( 細江　究 )
会場での例会、身の引き締まる思いが致します。 ( 萬谷宏治 )
今回分の財団寄付です。休会中も¥2,000×Ｘで寄付を続けま
した。 ( 宮﨑茂和 )
伊藤仁一郎・岩﨑　新
オンライン例会期間中寄付申出いただきました会員様
( 山内鴻之祐・浅井正勝・城戸利枝・清水正一・野村直之・
林　洋三・平野洋一・宮﨑茂和 )
 各　君

本日は宜しくお願い致します。 ( 貴志英生ガバナー補佐様 )
zoom例会をこなし、今日からリアル例会です。 ( 山内鴻之祐 )
久しぶりのリアル例会です。このまま続けていけることを願い
ます。東(あずま)様、卓話ありがとうございました。(浅井正勝)
久しぶりのリアル例会開催に感謝して。 ( 上田祐広 )
皆様のお元気な顔が見られて嬉しいです。元、自衛官として本
部長 東 良子様の卓話を謹んで拝聴させていただきました。
 ( 片岡正明 )
リアル例会に参加出来て。 ( 加藤幹夫 )
三女がはじめて歩きました。 ( 金井伸一郎 )
リアル開催ありがとうございます。皆様のお顔が見えて嬉しく
思います。 ( 長谷川智洋 )
清水直前会長ありがとうございました。事故レコーダーの公開
大変参考になりました。 ( 藤井健夫 )
規定管理委員を退任し、今年度の規定管理委員長に就任しま
した。 ( 藤井健夫 )
貴志先生ようこそ。地区ガバナー補佐お疲れ様です。(藤井健夫)
東１佐ようこそ。貴重な卓話ありがとうございます。小生、自
衛隊友の会会員、防衛懇話会会員です。小型飛行機を運航し
ており、自衛隊さんには大変お世話になっています。(藤井健夫)
久々の例会、楽しかったです。 ( 細江　究 )
休会中もzoom例会 100％出席しました。 ( 宮﨑茂和 )
久しぶりのリアル例会、いいですね。 ( 渡辺和男 )
荻原昭人
【皆出席御祝】玉木　洋・山野井秀一
皆出席御祝 / 
６年皆出席。６年前のあの頃に戻りたい。 ( 城戸利枝 )
久しぶりのリアル例会、皆さんとお会いでき、幸せです。
 ( 清川卓二 )
久しぶりにみなさんにお目にかかれてとてもハッピーです。やっ
ぱりリアルな例会がいいですね。 ( 橋本典明 )
【在籍御祝】今村善孝・玉木　洋・吉岡正巳
【誕生日御祝】伊藤仁一郎・浮田愼太郎・荻原昭人・木瀬雅博・
山野井秀一
誕生日御祝 /
73 歳になりました。今後も元気でウォーキング続けます。
 ( 油谷啓司 )
仮装例会続きで失礼しました。 ( 藤井健夫 )
本日からリアル例会楽しみましょう。 ( 山内鴻之祐 )
今後とも宜しくお願い致します。 ( 山本晃司 )
【配偶者誕生日御祝】浅井正勝・須賀原和広・寺本光宏・
林　洋三・平野洋一・萬谷宏治・村上与司和・山岸恒一
配偶者誕生日御祝 /
コロナこのまま終息する事を祈ります。 ( 小野田亮 )
感謝。 ( 南　宏季 )
本日からリアル例会楽しみましょう。 ( 山内鴻之祐 )
【結婚記念日御祝】清水慶造・平野洋一・萬谷宏治
結婚記念日御祝 /
久しぶりのリアル例会です。リアル例会がこのまま続きますよう
に。 ( 小野田亮 )
46 周年結婚記念日御祝ありがとうございます。 ( 齊藤英夫 )

38 回目の記念日となりますが、妻には日々感謝しています。
 ( 清水嗣能 )
お互いいつまでも元気で ! ( 清水正一 )
明日 (15日 )27回目の結婚記念日です。もちろんお祝いします。
 ( 寺本光宏 )
おかげ様で今年真珠婚を迎えました。 ( 長谷川英一 )
結婚 32 年目になりました。 ( 村田良昭 )
本日からリアル例会楽しみましょう。 ( 山内鴻之祐 )
今後とも宜しくお願い致します。 ( 山本晃司 )
オンライン例会期間中寄付申出いただきました会員様
( 山内鴻之祐・浅井正勝・油谷啓司・尾崎隆伸・金井伸一郎・
清川卓二・後藤正邦・白江文夫・長谷川英一・林　洋三・
平野洋一・萬谷宏治・宮﨑茂和・村田良昭 )
 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21日　第3464回本日の例会

福井 RC  創立 71 周年記念例会



● 現在会員 137名
● 出席者 82名
● 欠席者 45名
● 出席免除者欠席 10名
● 今回例会出席率 64.6％

● メークアップ 29名
● 欠席者 41名
● 修正出席率 67.7％

  9 月 16 日 ●メークアップ        宮﨑茂和(8/21 地区 2021-22年度 第1回諮
問委員会) 名　君

 2021 年  10 月 14 日　　第 3463 回 　

ガバナー補佐挨拶

ゲスト卓話

ご案内
長谷川  智洋 会員

　本日は皆さんのお手元に「若狭路レスト
ランバス２021」というチラシを配布させ
ていただきました。こちらは、福井県嶺南

振興局さまから業務委託を受け、弊社の方で商品開発を行い
ましたツアーです。
　北陸新幹線の敦賀までの延伸を踏まえた
観光商品を沢山開発していくその一環とし
て、今回は敦賀を中心に嶺南にスポットを
あてた商品です。内容につきましてはお手
元のチラシをご覧いただければと思いますが、特にオープン
バスを使ったレストランがお薦めのポイントです。また今回
の商品を発表させていただくにあたり、皆さまにも是非とも
ご堪能をいただき、今後福井県に多くのお客様がお越しに
なっていただきたいと思っております。お目通しいただきご
検討いただければと思います。例会の貴重な時間をいただき
誠にありがとうございました。

　「ロータリー日本 100 年史」が発刊されました。
　「本誌 305 頁、別冊①100 人のロータリアン・ロータリー
の本棚 280 頁、別冊②年表・資料 176 頁、それにこれらをデー
タで収めた CD」という、A４版で 760 頁に達する大部なも
のであります。
　日本のロータリーの歴史をひも
とくには格好の冊子とし、今回頒
布が終了しますと二度と手に入ら
ない貴重な資料であります。
　ロータリアンの皆様でご購入希
望の方は、事務局までお申込みく
ださい。事務局よりロータリーの
友事務所に申込いたします。
　
　頒布価格は、一部 6,600 円
　　　　（税込み・送料別）です。

第 2650 地区福井県第一グループ担当
貴志  英生 ガバナー補佐　

例会報告

10 月 14 日　例会幹事報告

①  本日から、例会場での例会を再開しま
した。本日はスクール形式での開催です。
来週からは円卓形式で行います。
②  次週例会は創立 71 周年記念例会とな
ります。今年は飲食を控えるということ

もあり、通常の周年記念の夜間例会に変わりお昼の例会を
開催します。皆さまお間違いのないようにお願いします。
　尚、親睦活動委員会が企画をしてくれていますのでお楽
しみにしておいて下さい。
　また、来週は二名の新たな会員が入会をされますのでよ
ろしくお願いします。

幹  事　浅井　正勝

皆さん、こんにちは。只今ご紹介いただき
ました福井東ロータリークラブの貴志で

す。
　さて、今月10月24日が世界ポリオデーとなっていますが、
ロータリーに入らせていただきポリオを通じて、多くの方々
と活動をさせていただいてきました。その振返りを通じて
私個人的に、ロータリーに入会し 3つのことがメリットで
あり嬉しいことだと感じています。
　一つ目に人です。人との繋がりです。二つ目にロータリー
は多職種、色々な業種の方がいらっしゃる。三つ目に時間
の管理です。
　先ず、人に関しては、今日も 100％例会出席をされてい
らっしゃいます宮﨑パストガバナーがガバナーの時に、
1998 年にロータリークラブに入会させていただきましたけ
れど、その時に、入会のセレモニーは宮﨑パストガバナー
からバッチをいただいたということがあるわけですが、そ
の後、福井ロータリークラブの平野会員のお父様が、私の
クラブの大先輩でして、その平野会員からロータリーのポ
リオを通じた海外の奉仕活動を教えていただき、活動に誘
いをいただきましたのが一番最初でした。その時に、宮﨑
パストガバナーがちょうど福井市内のミャンマーに小学校
を建設するという事業があった時に、お孫さんを連れて行
かれて、それが報告書に掲載されていました。それを見て、
子供も連れていけるのかと思い、それから当時小学校 3年
生だった子供と一緒にポリオ撲滅の旅に出るようになりま
した。そこで色々な方と知り合い、地区の方から世界社会
奉仕と当時は言っていましたが、世界中の方々とお話がで
きるようになり、深い関係が結ばれることになりました。

これもロータリーのおかげと思っております。
　二番目の多職種というところは、私は美山平の狭いとこ
ろで開業しておりますが、医者と言う仕事は、同じ業種の
小さな器の中で日頃仕事をしておりますので、色々な経済
活動をしている方々の考え方や生き方から遠ざかるという
ところがあるのですが、ロータリーを通じて色々な先輩や
若い方から学ばせていただいたことが私の宝だと思ってお
ります。
　三番目に時間というところで、東京の仲間から「先生そ
んなに昼に一週間に１回の会によく行かれてますね。どこ
で時間をつくっているんですか。」とよく言われますが、ロー
タリーのおかげで福井東ロータリークラブは月曜日が例会
の日ですが、診療時間を短くしています。そして、ロータリー
に合わせて時間の調整し、不都合があるのかなと思いまし
たが、令和の時代は自分の健康を守るために自分自身の時
間管理を行いスケジュールを組むことが、二カ月に１回、
一ヶ月に１回程度 2時間でも１時間でもお医者さんのとこ
ろに行ってということが大切なのかと思っており、診療時
間を調整しています。それも全てロータリーのプログラム
時間を厳守することから学びました。
　このようなコロナの状況で、福井市内の私が担当してい
るクラブは、8月・9月は休会をしているクラブが多かった
のですが、10 月からは、ほぼ全てのクラブでリアルな例会
が再開しているようです。昼食については、まだお弁当と
かでリアルに食事をするというところは少ないということ
です。
　本日は今日、皆さんこうしてリアルな
例会が開かれたということで、本当に嬉
しく思います。今後も福井ロータリーク
ラブの益々の発展を横にいて眺めさせて
いただきたいと思います。
　本日はお邪魔しますが、よろしくお願いいたします。

「ロータリー日本 100 年史」有料頒布

自衛隊  福井地方協力本部
本部長  １等海佐　東　良子様　

　本日は、自衛隊の災害派遣活動について、
ご説明いたします。

　まず、どういった法的根拠で自衛隊が災害派遣活動を実
施しているかについてです。
　災害に対する自衛隊の役割、派遣された自衛官の権限、
部隊の派遣手続きなどは、災害対策基本法などの法律によ
り定められています。
　また、大規模地震の兆候があった場合の防災のための派
遣や原子力災害の場合の派遣については、特別な法律があ
り、総理大臣からの要請が必要となります。これらの各種
法律を受け、自衛隊法で具体的な派遣手続きを定めていま
す。
　基本的には災害が発生した際、防衛大臣や指定された部
隊長などが都道府県知事等から派遣の要請を受けた場合、
その要請に基づき部隊を派遣することができます。また、
突発的な大規模災害や通信の断絶などで都道府県知事など
の要請を待つ時間的余裕がない場合には、防衛大臣や指定
された自衛隊の部隊長などは自らの判断で部隊を派遣する
こともできます。
　ここで、指定された部隊長というのは、陸上自衛隊の場合、
方面総監、師団長、旅団長、駐屯地司令になりますが、福
井県の災害派遣を担当しているのは、金沢に所在する第 14
普通科連隊長になりますので、福井県知事から第 14 普通科
連隊長に要請するというのが一般的な流れになります。（海
上自衛隊は地方総監、自衛艦隊司令官・・等、航空自衛隊
は航空総隊司令官、航空支援集団司令官、基地司令等にな
りますので、福井県であれば海上自衛隊は舞鶴地方総監、
航空自衛隊は小松基地司令に要請という流れが一般的にな
ります。）
　災害派遣要請から部隊の派遣、撤収までの流れです。災
害が発生し、都道府県知事、海上保安庁長官、管区海上保
安部長、空港事務所長から災害派遣活動について大臣また
は大臣が指定する者に要請を受け部隊を派遣する流れと、
特に緊急性を要し、知事などの要請を待ついとまがない時
や各市町村長からの直接通知を受け、部隊を派遣する自主
派遣という大きく分けて二つの派遣方法があります。派遣
された部隊が活動を実施後、要請元からの撤収要請を受け
て部隊を撤収することになります。
　災害派遣は何でも実施できるというわけではありません。
「緊急性」状況から見て、差し迫った必要性があること、「公
共性」公共の秩序を維持するという観点において妥当性が
あること、そして「非代替性」自衛隊の部隊等が派遣され
る以外に他に適切な手段がないこと、という 3要件を総合

的に勘案して実施について判断しています。つまり、自衛
隊の災害派遣は、災害に際して人命又は財産の保護のため
やむを得ない事態と認められる場合に行われる緊急的・一
時的な支援活動です。
　自主派遣の判断基準は、関係機関への情報収集を行う必
要がある場合等で、航空機等による情報収集を行っていま
す。
　自衛隊の待機態勢ですが、陸・海・空各自衛隊は
FAST-Force という初動対応部隊を指定し、24 時間 365 日
初動対応に備えています。
　また、所要物品についても医薬品や燃料、食料など初動
対応用に 1か所に保管し迅速に準備できるよう体制を取っ
ています。
　令和 2年度の災害派遣の実績です。我が国は離島が多い
ことから急患輸送が 349 件と多く、合計で 528 件の災害派
遣活動を実施しました。
　今年 1月の北陸自動車道等における大雪に係る災害派遣
の状況について説明します。
　1月 10 日、福井県知事から第 14 普通科連隊長に対し、
滞留者の救援に係る災害派遣を要請しました。この要請を
受け、第 14 普通科連隊、滋賀県今津の第 10 戦車大隊、鯖
江の第 372 施設中隊、愛知県守山の第 35 普通科連隊、愛
知県春日井の第 10 後方支援連隊及び第 10 施設大隊の合計
約 450 名、80 両が災害派遣活動に従事しました。活動内容
は北陸自動車道丸岡 IC ～福井 IC、丸岡 IC ～金津 IC、国道
8号線の福井市新保～坂井市丸岡町までの区域で立往生車
両の人力等によるけん引支援及び食料、燃料等の配布を実
施しました。この時、当福井地本では災害派遣要請前は県
防災会議等に参加し、会議内容等を 14 普通科連隊及び鯖江
駐屯地に情報提供し、また、災害派遣要請直前から活動期
間中は県庁へ LOを派出し関係部隊への情報提供や、災害
派遣従事部隊の後方面の支援・調整を行いました。
　また、今年 9月 10 日、福井県知事からの要請を受け、航
空自衛隊は、愛知県小牧基地の C-130H 輸送機と機動衛生
ユニットを使用し、小松空港から千歳空港まで重症患者の
緊急患者空輸を実施しました。この機動衛生ユニットは、
病院の集中治療室と同等の設備を有しており、また、医官
1名、看護師・救命士 2名、管理要員の計 4名が搭乗し患
者を搬送しますので、集中治療を必要とする患者を継続し
た高度な医療監視を実施しながらの搬送が実施する事がで
きます。
　新型コロナウイルス感染症において
も、教育支援などの災害派遣を実施して
おり、様々な状況において求められる要
請に対応できるよう、防衛省・自衛隊は
引き続き災害派遣等の活動に取り組んでいきます。

親睦活動委員の皆様
SAAご協力のもと、

会長挨拶 You Tube 配信
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