
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
 11月4日現在 累　計 目   標 

ニコニコ箱 94,000円 957,000円 3,000,000円
米山奨学金 12,000円 987,000円 2,492,000円
ロータリー財団 18,000円 1,668,600円 3,233,600円

ありがとうございました。

■ 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)
■ 11月25日(木)  
   キャリア教育講座
     in 啓新高校
■ 12月2日(木) 
   栄誉行事/
   会員卓話(瀬越  智和 会員)

12 時 30 分　　 開会点鐘　

  会長挨拶

  委員会報告・幹事報告・その他

  クラブフォーラム ( ロータリー財団委員会 )

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30分

■ 会場：清川メッキ工業株式会社
■ 職場訪問 ( 移動例会 )2021年 11月 18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

　11 月は、ロータリー財団月間、インターアクト週間（11/5 の週）です。
　秋の叙勲で岩下  春幸 会員が旭日双光章を受章されました。長年、県機械工業協同組合の役員をお務めにな
り機械業界発展に尽力されたことへの功労ということです。誠におめでとうございます。
　本日は、先の国政選挙で見事当選された稲田  朋美 会員が久しぶりに例会に出席されています。後ほどお話

をお願いします。

　さて、本日は次年度の 2022-2023 年度福井ロータリークラブ理事の選考、及び選任につきまして、会員皆様に公表致します。
　福井ロータリークラブ 細則第 3条第 1節、及び第 2節「理事及び役員の選挙」では、既に決定されている次期会長（荻原副
会長）、次期幹事（中広副幹事）、次期直前会長（私）を除き、次々期会長 1名を含む理事 11 名以内を年次総会において選出
することになっています。そして、選出方法について、役員を選挙すべき会合の 1ヶ月前の例会において、会長は会員に対して、
指名委員会により選考すべきか、または会員の投票による選挙すべきかを決定する事を求めなければならないことになってい
ます。つきましては、例年通り、指名委員会により選考したいと思いますが宜しいでしょうか？
　同意される会員は拍手をお願い致します。　～場内拍手～
　拍手多数という事で、指名委員会により選考させていただきます。

　指名委員会は、現会長（私）を委員長とし、会長エレクト（荻原副会長）、及び三代前に遡る元会長（渡邉  義信パスト会長、
林　正岳パスト会長、清水  則明パスト会長）の計 5名によって構成し、次年度理事候補者 11 名以内を決定致します。
指名委員会の結果は、12/9( 木）例会内で行われる年次総会にて会員皆様に報告し、候補者が当選されたものと宣言されます。
　指名委員会が選考、及び選任する 2022-2023 年度理事は、次々期会長 ( 次年度副会長 )、会計、会場監督、クラブ奉仕担当理
事、職業奉仕担当理事、社会奉仕担当理事、国際奉仕担当理事、青少年奉仕担当理事、ロータリー財団理事の計 9名を予定し
ております。
　以上、年次総会での会員公表まで準備を進めて参りますので、ご承諾の程、どうぞ宜しくお願い致します。

2021-22 年度  会 長
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ヴーティーハーさん、ようこそ。zoom例会でしたね。25日楽
しみにしています。 ( 山内鴻之祐 )
ロータリーの精神がひろまり、強くて優しい国になるように。
 ( 稲田朋美 )
すみません。仕入れの為、あわらへ行きます。早退します。
 ( 木瀬雅博 )
ハーさん、月末の生の奨学生スピーチを楽しみにしています。
稲田先生、ご当選おめでとうございます。 ( 玉木　洋 )
須賀原和広
 各　君

今月は財団月間ですね。世界の平和が実現しますように。
 ( 山内鴻之祐 )
わずかでも世界の役に立ちますように。 ( 出雲路康照 )
岩下パスト会長、旭日双光章受賞おめでとうございます。
 ( 城戸利枝 )
秋晴れのよい日になりました。 ( 野村直之 )
岩下さん、旭日双光章の叙勲おめでとうございます。(平野洋一)
森先生、卓話ありがとうございました。 ( 萬谷宏治 )
秋らしい日が続いて、洋ランの管理が大変です。 ( 宮﨑茂和 )
財団月間です。些少ですが、寄付させていただきます。稲田
会員、ご当選おめでとうございます。 ( 村中洋祐 )
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 ) 
 各　君

稲田先生、森先生、ようこそ。福井ロータリークラブ宣伝して
くださいね。こども食堂活性化に少しでも役立ちますように。
 ( 山内鴻之祐 )
久しぶりに皆様の笑顔に会えたことに感謝です。 ( 稲田朋美 )
稲田先生、当選おめでとうございます。 ( 岩﨑　新 )
お手伝いできなくてすみませんでした。当選おめでとうござい
ました。 ( 椿原徹也 )
稲田先生、圧勝での当選おめでとうございます。 ( 平野洋一 )
岩下さん、旭日双光章 ご受章おめでとうございます。
 ( 清水則明 )
岩下パスト会長、旭日双光章の叙勲おめでとうございます。森 
透先生、ようこそ福井ロータリークラブへ。 ( 玉木　洋 )
岩下さん、おめでとうございます。 ( 藤本潤一 )
今年度の奉仕事業の柱の 1つ、こども食堂ネットワークふくい
様への寄付ができました。 ( 浅井正勝 )
初めての季楽会、楽しかったです。 ( 辻橋清和 )
鈴木進治
【皆出席御祝】伊井彌州雄
皆出席御祝 / 健康であったことに感謝します。 ( 野村直之 )
【在籍御祝】山内鴻之祐
【誕生日御祝】片岡正明
誕生日御祝 / 岩下さん、旭日双光章　おめでとうございます。
 ( 佐々木知也 )
誕生日御祝 / 53 歳になりましたが、日々内臓系に不安が積もっ
ています。 ( 嶋田浩幸 )
誕生日御祝 / 46 歳になりました。 ( 瀬越智和 )
誕生日御祝/ 今年で51歳になりました。よろしくお願いします。
 ( 西岡宏二郎 )
【配偶者誕生日御祝】岩下春幸・片岡正明・林　正岳
配偶者誕生日御祝 / 岩下会員、おめでとうございます。
 ( 木村憲一 )
配偶者誕生日御祝 / 昨日、1機 2 億円というジェット自家用機
に乗せてもらいました。八尾クラブのロータリーアンの所有機
でした。 ( 藤井健夫 )
配偶者誕生日御祝 / いつもありがとうございます。 ( 柳町剛弘 )
【結婚記念日御祝】今村善孝・岩下春幸・小森富夫・坂本安夫・
中広　久・林　洋三
結婚記念日御祝 / 今年は妻の手術の日と重なってしまいまし
た。退院したら一緒にお祝いしたいと思います。 ( 市橋信孝 )
結婚記念日御祝 / いつもの日常に感謝。 ( 南　宏季 )
結婚記念日御祝 / 2 年振りに結婚記念日を2人で祝うことが出
来ました。ブレークスルー感染 (ワクチン 2回接種後感染 ) や
第 6波襲来でコロナが再び蔓延しない事を願って。 ( 吉田清二 )
オンライン例会期間中寄付申出いただきました会員様
( 長田裕美 )
 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

11 月は「ロータリー財団月間」です。 －  ロータリー財団のプログラムを通じて参加できるユニークで意義深い奉仕活動の機会を  －

2021年11月11日　第3467回本日の例会

幹事報告

①　令和３年  秋の叙勲で岩下  春幸 会員
が　中小企業振興功労として旭日双光章
を受章されました。おめでとうございま
す。

　クラブからのお祝いにつきましては、後日、改めてお祝
いさせていただきます。
②　本日、13：45 より、聚楽の間にて理事会を行います。
参加される理事役員の方のお弁当は聚楽の間にて用意して
おります。黙食にてお召し上がりください。

幹  事　浅井　正勝



● 現在会員 139名
● 出席者 90名
● 欠席者 38名
● 出席免除者欠席 11名
● 今回例会出席率 70.3％

● メークアップ 27名
● 欠席者 25名
● 修正出席率 81.3％

  10 月 14 日 ●メークアップ        渡邉義信(10/29 守山）、清水則明・浅井
正勝(11/7 第168回 福井県下会長幹事会(zoom))、荻原昭人
(10/31、11/7 RLIパートⅡ) 各　君

 2021 年  11 月 4 日　　第 3466 回 　

皆出席御祝

配偶者誕生日御祝

在籍御祝

野村  直之 会員 (10年 )
伊井  彌州雄 会員 (8 年 )

山内  鴻之祐 会員 (35年 ) 荒本  秀一 会員・瀬越  智和 会員・佐々木  知也 会員
片岡  正明 会員・田中  秀也 会員・西岡  宏二郎 会員
辻  恵利子 会員・嶋田  浩幸 会員・谷﨑  由美子 会員
笹木  竜三 会員

坂本  安夫 会員・田中  秀也 会員・野尻  章博 会員
林　洋三 会員・南　宏季 会員・長谷川  智洋 会員
市橋  信孝 会員・今村  善孝 会員・中広　久 会員
畑下  徳洋 会員・梅井  啓介 会員・岩下  春幸 会員
岡田　章 会員・中山  浩行 会員・酒井　孝 会員

柳町  剛弘 会員・荻原  昭人 会員・林　正岳 会員
片岡  正明 会員・藤井  健夫 会員・山本　宝会員
鷲田  泰紀 会員・木村  憲一 会員・藤田  清彦 会員
岩下  春幸 会員・白江  文夫 会員・開発　毅 会員

誕生日御祝

結婚記念日御祝

目録贈呈・ゲスト卓話

栄誉行事

「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

＜自己紹介＞
　福井大学に 30 年間勤務しまして昨年 70 歳になりましたので、今年の 3月末で福井大学を退職しました。現在はネットワー
クの運営委員をさせていただいています。
　私と子ども食堂の接点は、妻が松本地区で「プーさんの子ども食堂」をしていまして、それのお手伝いをしたり、学生さん
たちにボランティアで参加してもらったりしてきました。3 月に福井にもネットワークができて、現在は 30 団体が参加して
いただいています。県内にはまだほかに子ども食堂があると思いますので、ますます輪が広がっていくことを期待しています。
＜全国の子ども食堂とは＞
　子どもやその親、および地域の人びとに対し、無料または安価で栄養のある食事や温かな団らんを提供するための日本の社
会活動です。2010 年代頃よりテレビやマスメディアで多く報じられたことで動きが活発化し、孤食の解決、子どもと大人た
ちのつながりや地域のコミュニティの連携の有効な手段として、日本各地で同様の運動が急増しています。
＜広がりは？＞
　2019 年 6 月 26 日、民間団体の全国子ども食堂支援センター・むすびえの発表によりますと、全国に 3718 か所で、2018 年
調査の2286か所から約1.6倍に増加し、年間利用者は推計延べ160万人です。多いのは、東京都（488か所）、大阪府（336か所）、
神奈川県（253 か所）、少ないのは秋田県（11 か所）、富山県（15 か所）、山梨県（16 か所）。現在は約 5000 か所と言われています。
＜参加者・運営者は？＞
　本来は、貧困家庭や孤食の子どもに対して、食事や安心して過ごすことのできる場所として始められましたが、その後、地
域のすべての子どもや親、地域の大人など対象を限定しない食堂も多くなっています。また、運営者は、ＮＰＯ法人、民間団体、
住民による有志、個人などで、大学生の参加も多いです。
＜費用・食材は？＞
　主に寄付や持ち出しが多いです。インターネット上のウエブサイトやFace bookで活動の様子を伝えて寄付を募るケースや、
クラウドファンディングで資金を募るケースなどがあります。他に、公的補助や民間企業の助成金などを申請する場合も多い
です。食材は、近くのスーパーから購入する場合や、フードバンク・ＪＡ・生協等が応援してくれています。
＜場所は？＞
　公民館・児童館などの公的施設、事務所、空き店舗、民家、飲食店、医療機関や介護施設
の交流スペース、お寺など、いろいろです。それぞれの地域で工夫して場所を確保しています。
＜現在の課題・問題点は？＞
①  活動を継続していくための資源が十分かどうか（場所・資金・食材・スタッフ）。
②  支援が必要な子どもたちとつながる手段があるかどうか。
＜こども食堂ネットワークふくいの発足＞
　2015 年頃から福井県の子ども食堂の活動が始まり（敦賀市の「青空」が最初）、ようやく
2021 年 3月 7日（日）14 時からネットワークの発足式が福井市の社会福祉センターにて対面と zoomで行われました。
①  共同代表の一人、嶺南地区の中村幸恵さん（「青空」）の挨拶、②  来賓挨拶を福井県健康福祉部子ども家庭課と福井県社会
福祉協議会からいただきました。そして、③  各参加団体紹介を加盟24団体が1～2分で行い、その後、④  応援メッセージを「む
すびえ」（ＮPO法人全国こども食堂支援センター）理事長の湯浅　誠さんと稲田  朋美衆議院議員からいただきました。
＜ふくいの子ども食堂のいま＞
　現在は県内 30 団体が参加していますが、まだ県内には未加盟の子ども食堂もありますので、今後さらに加盟を呼び掛けて
いきたいと思います。横に幅広くつながりながら、それぞれの団体の取組みの現状と課題、悩み事などについて語り合い、お
互いに支援する関係性ができればと考えています。毎月第 1 木曜日の 19 時 30 分～ 21 時まで、zoom で参加団体のおしゃべ
り会をしています。また、3 月 7 日に発足してからマスコミに紹介されたこともあり（NHK 福井でも放映）、社会的に認知さ
れたことで、個人や団体からの寄付（物品やお金）の申し込みが非常に多くなってきています。非常にありがたいお話しですが、
他方、寄付を公平に分配することの難しさもありまして、現在、福井県社会福祉協議会等とも連携しながら対応を検討してい
るところです。
＜最後に、福井新聞文化賞をいただきました！＞
　大変恐縮しておりますが、こども食堂ネットワークふくいが、福井新聞の文化賞をいただくことになり、受賞式が 11 月 12
日（金）に予定されています。3 月 7 日に発足して本当に試行錯誤で手さぐりの毎日でしたが、このような賞をいただけると
は全く思っていませんでしたので深く感謝致します。これを励みに、今後も、子どもさんからご高齢の方々の憩いの場となる
ように頑張っていきたいと思います。
＜連絡先／こども食堂ネットワークふくい （kodomosyokudou.fukui@gmail.com）＞

米山奨学金　授与

　2021 年度　米山奨学生ヴーティーハー
さんに山内  鴻之祐会長より奨学金が授与
されました。

米山奨学生　ヴーティーハーさん

職業奉仕委員会　渡辺  崇嗣 委員長

　本日は、職場訪問例会のご案内とお願い
をさせて頂きたいと思います。
　ご案内につきましては、過日事務局から

メール等にて案内させて頂いておりますが、再来週 11 月 18
日に職場訪問例会を予定しておりまして、今回は清川  卓二
会員の清川メッキ工業株式会社さんを訪問させて頂きます。
　見学につきましては、所要時間で３コース (A・B・C) を準
備をさせて頂いております。お申込みの際はコースをお選び
頂いてお申込み頂ければと思います。
　本日２つのお願いがございます。
　１つ目は、見学の時に建物と建物の間を少し歩いてご移動
頂く事になりますので、当日もし雨模様でしたら傘のご持参
をお願い致します。
　２つ目ですが、会場の駐車スペースが限られておりまして、
現在のところご参加の約 9割の方がマイカーとなっておりま
す。今回、福井駅東口から送迎バスを出しましますので、出
来ましたらマイカーではなくバスの方でご移動頂けると助か
ります。もう申し込みしたと言う方も変更頂ける方は、事務
局の方へお手数ですがご連絡頂ければと思います。

　今年度は、社会奉仕事業として、ロータリー財団地区補助金を活用し、新型コロナウイルスの感染長期化で経済的に影響を
受ける家庭を支援することを目的として、食事を通じこれらの家庭を支援する県内の子ども食堂の運営を支援する奉仕事業を
企画し、当クラブからこども食堂ネットワークふくい様に目録の贈呈を行いました。
　具体的には、①子ども食堂での食材費等に活用していただく現金の寄付、②子ども食堂を開く際
の新型コロナウイルス感染予防としての手指消毒液の寄付です。これら寄付の物品は、直接、子
ども食堂にお届けいたします。

例会報告

本日の例会に稲田朋美会員がご出席され、
会員の皆様にひと言ご挨拶されました。

稲田  朋美 会員

委員会報告
演  題「福井の子ども食堂の現状と課題」
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