
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
 12月9日現在 累　計 目   標 

ニコニコ箱 37,000円 1,177,000円 3,000,000円
米山奨学金 21,000円 1,193,000円 2,492,000円
ロータリー財団 18,000円 1,836,240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20分

■ 会場：ザ・グランユアーズフクイ
■ クラブフォーラム
  ( 友好双子クラブ )

■ 12月23日(木)  
   クラブフォーラム
    (友好双子クラブ委員会)
■ 12月30日(木)  
   休　会
■  1月   6日(木)  
    栄誉行事/
    講話：R原点を学ぶ
 (講話者：片岡  正明パスト会長)
■  1月13日(木)  
    新年例会(夜間例会)

18 時 00 分 登録受付　
18 時 30 分 開会点鐘
  会長挨拶
  委員会報告・幹事報告・その他
  クリスマス家族会
20 時 00 分 閉会点鐘

今後の予定

2021年  12月 23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

　会員の皆様、今日は、年次総会を行います。大切な人事を決定していただきます。やはり伝統と品格
ある福井ロータリークラブも人が動かしているのです。多くの先輩諸兄が守り切ってきたこの素晴らし
い組織が活力と輝きを放ち続けるためにはお一人お一人の個性の豊かさと活動が必須です。今日選ばれ
た皆様はご苦労様ですが、ご自分の修行と心得て、ご奉仕頂くようお願い致します。

　さて、今日は、名言集の５３、真言、マントラを学びましょう。
　いにしえは薬も十分に無く祈祷によって病と闘い災いに勝とうと努力していたのです。私は、過去のものと笑えない
のです。やはり人智の及ばないことは今でも起こり得るのですから。神仏の前に跪く謙虚さは失いたくないものです。

　オンコロコロ　センダリ　マトウギソワカ。薬師如来の真言です。
　オンアビラ　ウンケン　バサラダ　トバン。大日如来の真言です。
　オンアミリタ　テイセイカラウン。阿弥陀如来の真言です。

　この世に奇跡は起こるものです。やはり奇跡は起こすことが出来るのです。やはり奇跡を信じ
努力する人は救われるのです。
　いつの世も人の知恵の及ばないことがあるのだと信じましょう。しかし、知恵を使い続けましょ
う。
　皆様がロータリアンとしての生活を楽しみ、ご自分の職業をこなし続け、福井に日本に世界に
貢献して下さることをお祈りしながら会長挨拶とさせて頂きます。

2021-22 年度  会 長
山内  鴻之祐
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晴れた冬の福井も悪くないですね。吉田先生、ご苦労様です。  
 ( 山内鴻之祐 )
中途で失礼します。 ( 木瀬雅博 )
ハーさんとカウンセラー辻さんと同じテーブルで。 (前川小百合)
ワイン会、ソングリーダーの平野さん、カメラマンの前川さん、
サポートの石丸さん、ありがとうございました。感謝。(村井　勝)
ヴー ティー ハーさん、頑張ってください。 ( 渡邉義信 )
市橋信孝・加藤幹夫・辻恵利子・森川圭造
 各　君

岩野先生、卓話ありがとうございます。 ( 山内鴻之祐 )
岩野教授、卓話ありがとうございます。 ( 油谷啓司 )
わずかでも世界の役に立ちますように。 ( 出雲路康照 )
グローバル補助金で申請していましたインドスラム街事業の補
助金認定がおりました。 ( 城戸利枝 )
岩野先生の卓話に感謝して。 ( 野村直之 )
今日も元気でロータリーです。感謝。 ( 宮﨑茂和 )
岩野教授様、卓話ありがとうございます。 ( 渡邉義信 )
浅井正勝・加藤有司
 各　君

友の輪会で運よく７位とくじ運で商品をもらいました。
 ( 山内鴻之祐 )
来週のクリスマス家族会楽しみにしております。親睦活動委員
会の皆さま、よろしくお願いします。 ( 清川卓二 )
本日のニコニコ読み上げ、頑張ります。 ( 嶋田浩幸 )
リアルで集まれてうれしいです。 ( 中山浩成 )
12月2日のワイン会で皆様から祝福のバースデーソングの合
唱をいただきました。夫妻共々、とても嬉しく感動いたしました。
ソングリーダーの平野さん、ありがとうございました。
 ( 村井　勝 )
岩野先生、師走のお忙しい中、卓話をして下さりありがとうご
ざいました。今後も福井県臓器移植推進のため、ご活躍くだ
さい。 ( 吉田清二 )
次年度の理事にご選任いただきましてありがとうございました。
来月の RLI in Fukui のご参加もよろしくお願いいたします。
 ( 渡辺崇嗣 )
【誕生日御祝】細江　究・村井　勝
【配偶者誕生日御祝】 長野　学
【結婚記念日御祝】森川圭造
結婚記念日御祝 / 岩野教授、卓話ありがとうございます。
 ( 畑下徳洋 )
 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

12 月は「疾病予防と治療月間」です。 －  命と心をつなぐ活動は、ロータリーが結ぶ人と支援の輪  －

2021年12月 16日　第3472回本日の例会

委員会報告

幹事報告

①　次週の例会は、クリスマス家族会です。
18 時受付開始、18 時 30 分開会点鐘です。
総勢 130 人を超える参加者となりました。
ご家族にも参加していただく形は 2年ぶり
です。

　親睦活動委員会が楽しい企画を準備し、クリスマス家族
会を盛り上げてまいります。準備大変かと思いますが、よ
ろしくお願いいたします。落ち着いているとはいえ、コロ
ナ感染予防に努めて開催しますので、どうぞよろしくお願
いいたします。

幹  事　浅井　正勝

クリスマス家族会クリスマス家族会

職業奉仕委員会
渡辺  崇嗣 委員長

　今ほどは次年度の一人として専任頂きま
してありがとうございました。本日は職業

奉仕委員会といたしまして RLI　in Fukui 開催のご案内をさ
せていただきます。
　近日中に事務局の方から来月の例会出欠の確認と一緒にご
案内を発信させていただきますが、本日は事前にお伝えだけ
させていただきたいと思います。
　まず日時についてです。来年 2022 年の 1月の 27 日を予
定しております。時間につきまして当日例会は短縮例会とさ
せて頂いた後に RLI を開催をする計画を組み 13 時 10 分から
15 時 30 分頃までを考えております。
　今回は二つのテーマについてグループに分かれていただい
てのディスカッションを予定しておりますので是非お一人で
も多くの方のご参加をよろしくお願いいたします。

親睦活動委員会
後藤  正邦 委員長

　いよいよ来週 16 日 ( 木 ) のクリスマス家
族会について、2年振りのクリスマス家族

会となりますので沢山のご参加ご登録頂きありがとうござい
ます。
　例年と若干開会時間、閉会時間が変わっております。
18 時から受付を開始しまして、18 時 30 分開会点鐘となりま
す。例年のように例会セレモニーとクリスマス家族会は分け
て行わず、18 時 30 分に全て開会という形
になり、20 時に閉会です。例年より時間
的にコンパクトに開催しコロナ感染対策を
しっかりとして、準備をさせて頂いており
ます。
　皆さんのご参加を心からお待ちしており
ます。



● 現在会員 139名
● 出席者 86名
● 欠席者 41名
● 出席免除者欠席 12名
● 今回例会出席率 67.7％

● メークアップ 31名
● 欠席者 26名
● 修正出席率 80.7％

  11 月 18 日 ●メークアップ       初瀬川達郎・木瀬雅博(11/10　福井
RAC)、初瀬川達郎(11/24　福井RAC)、渡邉義信(12/6 福井東)
 各　君

 2021 年  12 月 9 日　　第 3471 回 　

年次総会

例会報告

【第 127 回友の輪会結果】
優　勝　田畑 賢一さん （Gloss:  98 ／ Net:70.4）
準優勝　寺本 光宏さん （Gloss:102 ／ Net:73.2）
第 3位　伊井 彌洲雄さん （Gloss:110 ／ Net:74.0）
第 4位　清川 卓二さん （Gloss:  91 ／ Net:74.2）
第 5位　石丸 敦士さん （Gloss:  85 ／ Net:74.2）

2021-22 年度　友の輪会　会　　長　石丸  敦士
 副  会  長　清川  卓二
 運営幹事　飯守　禅
※新会員皆様のご参加大歓迎です！お待ちしています！

ワイン会

友の輪会

福井大学　学術研究院医学系部門医学領域　病態制御医学講座
腎臓病態内科学分野　教授　岩野  正之 教授

演　題「日本における腎移植の現状」

　糖尿病や高血圧患者の増加に伴い、合併症として出現する末期腎不全患者数は増加の一途を辿っており、現在では 34 万人
以上の患者が血液透析療法を受けている。末期腎不全に対する腎代替療法（腎臓の代わりをする治療法）には、血液透析療法、
腹膜透析療法、腎移植療法の３通りがある。
　腎移植は腎臓のホルモン産生臓器としての役割も代替できるた
め、最も理想的な腎代替療法であり、実際に生命予後も良いこと
が知られている。日本で 2010 年以降に腎移植を受けた患者では、
生体腎移植の 5年生着率は 94.1％、献腎移植の 5年生着率は
87.9%と良好な成績であり、日本の腎移植医療は世界でもトップ
レベルの技術である。しかし、日本における腎移植の実施件数を
見ると、最近 1年間の新規透析患者数は約 4万人にであるのに対
し、腎移植件数は約 2千件に過ぎない。欧米諸国と比較し、日本
での腎移植実施件数は著明に低いことが報告されている（右図）。

　日本で移植医療が広がらない最大の要因は、ドナー（臓器提供者）不足である。人口当たりの臓器提供数は米国の 1/40、
韓国の 1/10 にも満たない状況である。免許証や健康保険証の裏面にある臓器移植の意思表示率も 20%未満である。さらに、
医療者側からのオプション提示も十分に実施されていない。移植医療の福音を享受できる末期腎不全患者を増やすためにも、
更なる普及啓発活動が求められている。

ゲスト卓話

　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。

米山奨学金授与

米山奨学生　ヴーティーハーさん

　ただ今より「年次総会」を開催いたし
ます。
　去る 11 月 4日 ( 木 ) の例会におきまし

て指名委員会を立ち上げ、2022-23 年度理事の選考を行う事
を公表いたしました。
　11 月 25 日 ( 木 )11:30 より、第 1回指名委員会を開催し、
私を委員長とし、荻原副会長、及び三代前に遡る元会長（清
水 則明パスト会長、林　正岳パスト会長、渡邉 義信パスト
会長）の計５名によって構成された指名委員会で、次年度理
事候補者９名を決定しました。
　その結果を 12 月 2日 ( 木 ) の理事会で報告し、この年次総
会にて会員皆さまに報告させていただきます。
　それでは、既に決定されている次期会長、時期幹事、時期
直前会長を含め、2022-23 年度福井ロータリークラブ理事候
補者を発表いたします。お名前を呼ばれた方は、一人ずつ前
にお越しください。
　以上、12 名が 2022-23 年度理事役員候補者の皆さまです。
ご異論がございませんようでしたら、拍手をもって承認とさ
せていただきます。　～拍手、異議なし～　
　ありがとうございました。

2022-23 年度　福井ロータリークラブ理事・役員
【役　員】
会　長 荻原　昭人
副会長 吉田　清二
直前会長 山内  　鴻之祐
幹　事 中広　久
会　計 松田　将裕
会場監督 角谷　恒彦
　　　　　　　
 【理　事】
クラブ奉仕担当 後藤　正邦　
職業奉仕担当 増田　喜一郎
社会奉仕担当 清水　盛伸
国際奉仕担当 城戸　利枝
青少年奉仕担当 渡辺　崇嗣
ロータリー財団担当 村田　長隆
                          ( 以上、理事・役員 12 名 )

山内  鴻之祐 指名委員会 委員長

　次年度のメンバーを代表いたしまして一言ご挨拶させて頂きます。
　指名委員会及び本日の総会によりご承認を賜りまして有難うございました。次年度このようなメンバー

で全力を尽くし、ロータリーの発展のために尽くして参りたいと思っております。
　尚、奇しくも昨日今日は日本の歴史にとっても大きな歴史のある転換の日でもありました。今後この日本という国はいろい
ろな激変と言われてる中、超変化の時代を世界的にも向かえるようなそういう風な時代の流れになってるかという風に思いま
す。人口構造あるいは産業構造いろんなテクノロジーの生まれることにより大きな世界的に守るルールが変わる時代になるの
ではないかという風に思います。そのような中でこのロータリーも持続可能ということを一つテーマに上げて次年度は取り組
んでいかせていただけたらというふうに私は思っております。また皆皆様には色々なご協力をいただくこともあろうかと思い
ますけれども、是非とも皆様方のご協力をお願い申し上げてご挨拶に代えさせていただきたいと思います。
　次年度よろしくお願い申し上げます。

2022-23 年度　会長　荻原  昭人

同好会

　　　　　　　　12月 2日 ( 木 ) にジャルダンにてワイン会を開催しました。
1年ぶりの開催となり、ご夫婦や新入会員の方など全員で 20 名と多くの方の
参加となりました。久しぶりの開催と、当日は村井
会員の誕生日でもあったので、大変盛上りまし
た！！
　次回は 2月を予定しております。皆さんご参加下
さい。

　　　　　　　　12 月 5日 ( 日 ) 今回も 6組・24 名と多数のご参加ありがとうございました。
　今シーズン最後の開催となりましたが、奇跡的に天候にも恵まれ無事に開催することができました。
　今回の優勝はお見事！田畑  賢一さん！現在かなりの高値となっている「越前がに」を見事に獲得さ
れました！　また、今回は「歳末ラッキー賞」として各組代表者による抽選を実施。山内会長と渡邉パ
スト会長が見事に当たりくじを引き、同組メンバー全員が「ハンバーグセット」を獲得するなど、今回
も楽しく、リアル交流ならではの「友の輪」を広げることができました。
　なお、来シーズンからは奇数月開催への変更を検討しており、次回は
3月 6日（日）開催予定です。引続き奮ってのご参加をお待ちしております！


	会報表面-2021.12.16第2677号
	会報中面-2021.12.16第2677号

