
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21日現在 累　計 目   標 

ニコニコ箱 119,000円 806,000円 3,000,000円
米山奨学金 23,000円 960,000円 2,492,000円
ロータリー財団 34,000円 1,636,600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
■ 栄誉行事 /ゲスト卓話
( こども食堂ネットワークふくい・運営委員  森  透福井大学名誉教授 )

■ 11月  4日(木)  
   栄誉行事/
   ゲスト卓話(こども食堂ネット 
   ワークふくい・運営委員
     森  透福井大学名誉教授)
■ 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

　　　　　　　 委員会報告・幹事報告・その他

　　　　　　　 会員卓話 ( 山岸  恒一 会員 )

13 時 20 分　　 閉会点鐘

今後の予定

2021年  11月 4日(木)

奉仕しよう  みんなの人生を豊かにするために
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会長挨拶

　今日からロータリー例会も久しぶりに元の形に戻りました。登谷アドバイザーのお蔭で無事にコロナに負
けずにここまで来れました。何かあったら格式と伝統のある福井ロータリークラブの大きな汚点になったこ
とでしょう。気を緩めることなく、しかしながらロータリー例会を楽しみたいと思っております。親睦をは
かり豊かな人生を作り上げるために大いに語り合いましょう。

　今日は、福井ロータリークラブの７１周年記念例会です。本来ならば、親睦活動委員会の企画で夜間例会を開催し大いに親
睦をはかるはずではございますが、コロナのために簡略化したお昼の例会になりました。お許し下さい。７１歳。古希を超え
たのです。我が福井ロータリークラブは皆様共々さらに高みを目指して参りましょう。

　さて、今日は、名言集の５１番目を学びましょう。
　「涓滴岩を穿つ」です。
　僅かの水の滴りでも長い間落ち続ければ、岩にも孔を開けられるというのです。絶えず努力を続けていれば必ず大事を成し
遂げることが出来るということです。

　若き日々、私は劣等感に悩まされていました。しかし、努力という素質によって両親がくれたDNAをベースに自信をつけて
行くことができました。正に、涓滴岩をも穿つの人生であったのかも知れません。マザーテレサも言っています。大きいこと
は出来なくとも小さなことは出来ます。それを毎日、愚直にこなして行けば、大きな夢が実現出来るのです。自分の仕事ほど
尊いものはありません。それを大切に思いお客様、友人との素晴らしい関係があなた自身の努力によって実現できるのです。
　ロータリーを人生の道場と考え多くの友と語り合い、日々の苦労を癒し努力を重ねて行こうではありませんか。
　コロナに傷めつけられたこの福井ロータリークラブも皆様のお蔭で一歩一歩進化して行くことでしょう。皆様のご奮闘、ご
多幸をお祈りし会長挨拶といたします。

2021-22 年度  会 長

山内  鴻之祐
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福井 RCも71 回目の記念例会を迎えました。 ( 山内鴻之祐 )
中国で反日感情が高まっています。米山奨学生の架け橋を願っ
て。 ( 片岡正明 )
今月は米山月間です。皆さん、ご協力ありがとうございます。
 ( 木瀬雅博 )
今日は何となく米山に寄付をしたくなりました。 ( 野村直之 )
市橋信孝・加藤幹夫・辻恵利子・細江　究
オンライン例会期間中寄付申出いただきました会員様
( 清水則明・田中成治・中山浩成 )
 各　君

新会員、木村さん、柳町さん、ようこそ。やっと普通の例会に
戻りました。 ( 山内鴻之祐 )
ようやく通常の例会に戻り、テーブルで楽しみました。
 ( 油谷啓司 )
柳町さん、木村さん、入会おめでとうございます。創立 71 周
年を記念して。 ( 加藤有司 )
福井 RC 71 周年例会おめでとうございます。 ( 北島　恬 )
いつも通りです。柳町さん、木村さん、入会おめでとう。
 ( 宮﨑茂和 )
伊藤仁一郎・加藤幹夫
オンライン例会期間中寄付申出いただきました会員様
( 後藤正邦・清水則明・中山浩成・村田長隆 )
 各　君

木村さん、柳町さん、ようこそ福井 RCへ。 ( 山内鴻之祐 )
伝統ある福井 RCへの入会をさせていただけましたこと、誠に
ありがとうございます。楽しんで活動して参りたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。 ( 木村佳美 )
入会させていただき、ありがとうございます。宜しくお願い致
します。 ( 柳町剛弘 )
木村さん、柳町さん、入会おめでとうございます。親睦の皆様、
ありがとうございました。 ( 浅井正勝 )
木村さん、柳町さん、ご入会おめでとうございます。ロータリー
を楽しんでください。 ( 上田祐広 )
木村佳美さん、柳町剛弘さん、ご入会を祝福します。ロータリー
ライフをお楽しみください。 ( 片岡正明 )
木村さん、柳町さん、福井ロータリー親睦委員会へようこそ。
 ( 後藤正邦 )
木村さん、柳町さん、ご入会おめでとうございます。(坂本安夫 )
柳町君、木村さん、入会おめでとうございます。推薦者の平
野さんは×( バツ ) がありませんが、本日ネクタイを忘れたの
は×( バツ )です。 ( 佐々木知也 )
柳町さん、木村さん、ご入会おめでとうございます。山岸さん、
ご協力ありがとうございました。 ( 瀬越智和 )
柳町さん、木村さん、今後ともよろしくお願いします。(滝本光男)
木村さん、ご入会おめでとうございます。皆様、宜しくお願い
致します。 ( 谷﨑由美子 )
木村佳美さん、柳町剛弘さん、ご入会おめでとうございます。
 ( 玉木　洋 )
新会員の木村さん、柳町さん、ご入会おめでとうございます。
 ( 長谷美左子 )
柳町君、木村さん、入会おめでとうございます。 ( 平野洋一 )
柳町さん、入会おめでとうございます。 ( 増田喜一郎 )
木村さん、柳町君、入会おめでとうございます。 ( 森川圭造 )
父の葬儀には過分のご厚情を賜りまして本当にありがとうござ
いました。 ( 伊井彌州雄 )
季楽会、まだ募集中です。今月28日「一澄」へいってきます。
 ( 野尻章博 )
福井 RC 創立 71 周年をお祝いして。 ( 宮﨑茂和 )
【皆出席御祝】清水則明
在籍御祝 / 早いもので 5年経ちました。 ( 山岸靖夫 )
【誕生日御祝】加藤幹夫・加藤有司・北島　恬・田畑賢一・
村田長隆
誕生日御祝 / 久方振りに県外に住んでいる孫も集まって賑やか
しい誕生会を開けました。 ( 吉田清二 )

【配偶者誕生日御祝】加藤有司・清水則明・西岡宏二郎
配偶者誕生日御祝 / 結婚 55 年たちます。時のたつのは早いで
すね。 ( 菅原将高 )
【結婚記念日御祝】大森正男・加藤幹夫・加藤有司・櫻田貴美子・
清水則明・中山浩成・西岡宏二郎
オンライン例会期間中寄付申出いただきました会員様
( 清水則明・田中成治・中山浩成 )
 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28日　第3465回本日の例会

ご案内　【シェカール・メータ RI 会長によります第１回会長主催会議 YouTube 視聴】
ガバナー会事務局より
　
　去る１０月５日にシェカール・メータ RI 会長によります
第１回会長主催会議が「疾病予防と治療」と「環境」をテー
マに、韓国・慶州にて行われました。
　日本の 2570 地区、2630 地区、 2710 地区、 2750 地区、 
2820 地区からもオンラインにて素晴らしい発表がなされま
した。

　会議の招集者であります SangKoo YUN ロータリー財団管
理委員会副委員長より YouTube ご視聴のご案内をお預かり
しました。
　つきましては、広くご視聴いただきたくご案内申し上げま
す。

【YouTube】　　　　 https://youtu.be/BCI3UJAmBpE
【ホームページ】　　http://www.2021ripc-korea.com　



● 現在会員 139名
● 出席者 91名
● 欠席者 40名
● 出席免除者欠席 8名
● 今回例会出席率 69.5％

● メークアップ 27名
● 欠席者 42名
● 修正出席率 67.4％

  9 月 30 日 ●メークアップ        木瀬雅博(10/20 大野) 名　君

 2021 年  10 月 21 日　　第 3464 回 　

創立 71 周年記念

入会セレモニー

ジュエラ㈱　代表取締役社長
木村  佳美 会員

　伝統ある福井 RC 諸先輩方から多くを学
び、地元に愛される企業を確立し、社会

貢献を目指したいと思います。

㈱やなぎ町　専務取締役
柳町  剛弘 会員

　福井ロータリークラブのメンバーにな
れることに感謝し、誇りを持ち、精一杯

活動して参ります。

親睦活動委員会
後藤  正邦 委員長

　木村さん、柳町さん入会おめでとうござ
います。

　例会後名刺交換の場を設けさていただきますので、親睦活
動委員会のみなさま、それ以外のみなさまも例会後会場の外
で名刺交換をよろしくお願いします。
また、このあと親睦活動委員会プレゼンツで同好会紹介企画
をさせていただきます 71 周年らしからぬ企画ではあります
が、本来なら納涼例会でやりたかったのですが日程をスライ
ドさせていただきました。各同好会のみなさまは新入会員の
方をお誘いいただき親睦を図ってください。

キャリア教育推進委員会
増田  喜一郎 委員長

　キャリア教育講座のご案内です。
来る 11 月 25 日 ( 木 )14 時から啓新高校進

学コ－ス 1、2年生を対象にキャリア教育講座を行います。
　現在参加企業を募集しており残り 6 企業ほど不足しており
ます。子供たちに福井の魅力、企業の魅力、そして夢を語っ
ていただける企業様を募集しておりますので来週水曜日 10
月 27 日までに FAX をお願いします。

親睦活動委員会　櫻田  貴美子 委員

　創立 71 周年を祝して「同好会の紹介」を
企画いたしました。コロナ禍でなかなか活
動ができていませんが、福井 RC には楽しい

７つの同好会があります。

　最近入会された方はご存じないかもしれませんのであらた
めてそれぞれの代表者からご紹介いただきます。
　同好会に参加することでより会員同士の親睦が図れますの
で積極的に参加ください。また歴史同好会等新たな同好会の
案もありますので楽しみにしてください。

　野球同好会は結成してから会員の増
強を図ってまいりまして、ガバナー杯
を勝ち上がるために練習や練習試合を
行い、時には飲み会を行ったり活動し
ています。
　意外に強くて地区でも注目されてい

ます。細江監督の指導のもと鬼のノックを受け、2018-19 年
のガバナー杯では 3 位に入賞しました。前夜懇親会では全く
注目をされていませんでしたが並みいる強豪を倒して準決勝
まで勝ち上がりました。３位決定戦では渡邉パスト会長のお
兄様が所属する、京都南 RCとの渡邉対決が行われました。

　また写真にありますが、京セラドーム大阪で平成最後の日
に大津 RCと親善試合をして打ち破りました。
会員のお子さんを連れてきていただいて楽しんだりもしてい
ます。中にはバリバリで野
球をしていた会員もいます
が未経験ではありましたが
今ではエースの座を狙おう
かという人もいます。
楽しくワイワイ野球をやり
ながら飲みながら RC ライ
フを楽しみたいと思います。
入会をお待ちしています。

委員会報告

10 月 21 日　例会

幹事報告

①　従来予定しておりました 11 月 25 日
のインターアクトとの合同例会は、今年
も新型コロナウイルスの影響でインター
アクト活動ができていないことや、鹿児
島で予定されていた国内研修会がオンラ

イン開催となるなど、例会で報告できる活動がないことか
ら中止といたします。当日のプログラムは、米山奨学生卓
話に変更します。
②　本日の例会終了後に、社会奉仕委員会を開催します。
聚楽の間で開催します。

幹  事　浅井　正勝

例会報告

♪ソングリーダー♫
谷﨑  由美子 会員

創立 71 周年記念  お弁当

後藤  正邦 会員・渡邉  義信 会員◆野球同好会

　４年前設立されコロナ禍中は休会してお
りました。会長は市橋 信孝会員です。
　約 10 名の会員がおり、月二回、日曜の
夕方に開催してます。和気あいあいと活動
しており、試合に出場をすることはなく、

運動不足解消と、親睦を図ることを目的に行っています。会
場はヤスマグリーンテニスクラブ（光陽）でラケットもボー
ルも借りることができます。2 時間の内最初の 1 時間は安間
代表（福井北 RC 会員）が丁寧に教えてくれます。残りの１
時間はダブルスの試合形式で親睦を図っております。会員の

ご家族も参加ＯＫです。久しぶりにテニスをすると筋肉痛に
なったり、ケガの心配もあ
るかもしれませんが無理の
無いようにやっています。
　会場はドームになってお
り、雨、風の影響は受けま
せん。3 月から 10 月末まで
行っており、開催日も会員
の意見を聞きながら決めて
いきたいと思っています。

山岸  靖夫 会員◆テニス同好会

　スキー場にはスキーの技術を磨く人やモ
テたい人、いろんな人がいますが、以前は
子供に教えていたりして思いっきり滑るこ
とができなかったこともあったかと思いま
すが、この同好会では思いっきりスキーを

楽しむことができます。どんなスキースタイルでも結構です。
　軽く滑りたい人は午前だけ、午後だけの参加でも結構です。

　会場は主にスキージャム
勝山で行っております、ウ
エアもスキーもレンタルが
あります。ふるさと納税で
リフト券の返礼品もありま
す。
　スキーもスノボも気軽に
参加をお願いします。

清川  卓二 会員◆スキー・スノーボード同好会

　2010 年 4 月 10 日からこれまで 47 回の
開催会場はユアーズホテル、ジャルダン等
市内のレストランを利用させていただいて
おり、会費はその都度１万円～１万５千円
です。2ヵ月に１回行っており、毎回幹事

が計画していただいており、会員は料理とワインのマリアー
ジュを楽しみながら会員同士の楽しい会話で至福のひと時を
楽しむだけです。ワインの説明をしてもらえますのでワイン
の知識は無くても問題ありません。奥様やご友人の参加も歓
迎で、12 月の会はご夫婦での参加も多く華やいだ会となり
ます。

　課外活動も行っており、山梨への訪問では皇室ご用達のワ
イナリーやサントリーの富岡ワイナリーや白州蒸留所へ入ら
せていただいて特別なお酒
を飲ませていただきました。
東京でのワイン会では夜は
ケンゾーエステートでナパ
バレーの美味しいワインを
堪能しました。
　次回は 12 月の開催を予
定しておりますのでご参加
お待ちしています。

岩﨑　新 会員◆ワイン会

　会長は岩下会員。季節を楽しみながら、
年に何回か食べに行く会を作ろうというこ
とで始めました。最初は 35 名ぐらいおり
ましたが、最近は 20 名ぐらいです。
　年会費は１万円ですが、今期はコロナ禍

もあり年会費無しで都度精算になっております。
　活動内容は高級グルメから B 級グルメまで幅広く活動して
います。年に 5～ 6 回を目標に開催しておりますが、毎回参
加していただければ年会費を払ってもお得です。
　みなさん楽しく参加していただいており、女性会員も参加

していただいております。
　10 月 28 日にミシュラン
２つ星の「一燈」を予定し
ています。
今回、柳町さんの入会があ
りましたのでお伺いする機
会があるかもしれませんの
でよろしくお願いします。
　転勤族の方も大歓迎です
ので、今年度は年会費もありませんので気楽に入会してくだ
さい。

野尻  章博 会員◆季楽会

　現在会員数は 60 名になっており、毎回
半数の 30 名ほどが参加いただいておりま
す。会費は都度 5,000 円です。年会費はあ
りません。偶数月に開催で 2 月は休会です。
初心者大歓迎で、和気あいあいと行ってお

り、なかなかプレーできない人とプレーできる良い機会です。
　直近の優勝者の藤本さんは優勝賞品の国産松茸 10 本ぐら
い獲得しています。（同組の仲間に分けていました）賞品の

松茸は会員の萬谷さんにが
んばって手配をしていただ
きました。前川さんも女性
初の優勝を果たしておりま
す。（6月）
　賞品も会員の皆様にご協
力いただきながら運営して
おりますので今後ともよろ
しくお願いします。

石丸  敦士 会員◆友の輪会

　映画を見てその後その映画について話し
合う懇親会を行っています。映画は映画館
で観るのがいいです。
　映画を観て帰る人もいるし、懇親会だけ

来る人もいます。いろんな参加
の仕方で結構です。
入会をお待ちしております。

玉木　洋 会員◆映画同好会
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