
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25日現在 累　計 目   標 

ニコニコ箱 30,000円 1,073,000円 3,000,000円
米山奨学金 31,000円 1,059,000円 2,492,000円
ロータリー財団 22,000円 1,743,800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
■ 年次総会 /
 ゲスト卓話 ( 福井大学医学部附属病院腎臓病態内科学 岩野  正之教授 )

■ 12月9日(木)  
   年次総会/ゲスト卓話
   (福井大学医学部 附属病院
   腎臓病態内科学  
    岩野  正之教授)
■ 12月16日(木)  
   クリスマス家族会(夜間例会)
■ 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/
    ロータリー原点を学ぶ

12 時 30 分　 開会点鐘　
  会長挨拶
  栄誉行事
   皆出席御祝 / 山内  鴻之祐 (26 年 )、木瀬  雅博 (10 年 )
   在籍御祝 /  須賀原  和広 (30 年 )、白江  文夫 (5 年 )
   誕生日御祝 /  村井　勝、渡辺  一史、横山  強志、村田  良昭、
    林　正岳、玉木　洋、細江　究、中村  健一
   配偶者誕生日御祝 /  今村  善孝、山本  晃司、中島  良成、田中  秀也、
    初瀬川  達郎、瀬越  智和、長野　学、村中  洋祐
   結婚記念日御祝 /  伊井  彌州雄、奥村  隆司、森川  圭造
  委員会報告・幹事報告・その他
  会員卓話 ( 瀬越  智和会員 )
13 時 20 分 閉会点鐘

今後の予定

2021年  12月 9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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　今日は、11 月の最終例会です。例会中の食事は今しばらく控えますが、例会前に食事をする会場を別に設
けました。皆さま、ご利用ください。
　先週は清川会員のご尽力によって素晴らしい職場訪問がなされました。なかなか見学できないメッキの世
界から福井の技術を学ばせて頂きました。感心致しましたのは、若人に働く意欲を絶えず与え続けておられ
ることです。お互いに清川メッキ様を見習いたいと思います。

　今日は、例会終了後に啓新高校でのキャリア教育が開かれます。若人に生き生きと働いて頂き、この福井を、日本を、夢あ
る世界に導びいて欲しいものです。そのために、我々ロータリアンが少しでも役立つことを喜んでおります。

　さて今日は、名言集７９を学びましょう。

　「晴れて良し、曇りても良し、富士の山」

　富士山のような存在になりたい。じっとして動かない。しかし、まわりの風の流れ、太陽の光によってその美しさは変わる。
そしてそれを見上げる人々に何とも言えぬ幸せな気持ちを与えてくれる。

　格式と伝統のある我が福井ロータリークラブはこのようなゆったりとした雄大な存在であるべきだと思います。日本のへそ
ともいうべき福井の地にあって職業をベースに集い語り合うこの例会を人生の道場として日々精進して参りましょう。日本が
世界に光り輝くためには、富士山のようにどっしりした存在であるべきです。我々がロータリアンとしての高い理念と理想を
持ち続けなければ実現しません。経済と共に愛の心がなければ実現しないのです。永遠の命などありません。しかし、勇気と
勤勉と努力によって皆様の企業も皆様の命も続いて行くことでありましょう。
　皆様と共に頑張って参りましょう。生きる喜びを味わい続けましょう。皆様の日々の御精進をお祈りして会長挨拶とさせて
頂きます。
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多くの人材が育ちますように。 ( 山内鴻之祐 )
ハーさん、卓話ありがとうございました。 ( 浅井正勝 )
ヴーティーハーさん、卓話ありがとう。頑張ってください。
 ( 油谷啓司 )
ヴーティーハーさんのご活躍を祈ります。今日は卓話をありが
とう。 ( 片岡正明 )
ヴーティーハーさん、リアルな卓話が出来て良かったですね。
紹介のベトナムの観光地は全部行きました。また行きたいです。
 ( 玉木　洋 )

ハーさん、素晴らしい卓話ありがとうございました。(長田裕美 )
ヴー ティー ハーさんの卓話に感謝します。 ( 野村直之 )
ヴー ティー ハーさん、卓話ご苦労様でした。 ( 細江　究 )
先日、当社 111 周年のご案内をさせて頂きました。ご来店の
皆様、ありがとうございました。 ( 村中洋祐 )
市橋信孝・岩﨑  新・加藤幹夫・木瀬雅博・瀬越智和・
辻恵利子
 各　君

久しぶり財団への寄付です。 ( 石橋正人 )
ヴーティーハーさん、福井 RCを好きになってくださいね。
 ( 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 )
台湾問題が平和裡に進行することを祈ります。 ( 片岡正明 )
清川さんに感謝。 ( 北島　恬 )
マルチプルポールハリスフェロー 第５回目をいただきました。
辻橋さん、ホールインワンおめでとうございます。( 玉木　洋 )
清川メッキさんのご厚情に感謝して。 ( 野村直之 )
コートハンガー№が２２。小生の大学入学試験の№と同じで
私にとってラッキー№となりました。 ( 宮﨑茂和 )
いよいよ年末が近づいてきました。メニークルシミマス…。ケー
キのご予約お待ちしております。 ( 村中洋祐 )
大森正男・加藤有司
 各　君

選考委員会を終え、キャリア教育講座で多くの若人に活力が生
まれますように。 ( 山内鴻之祐 )
本日のキャリア教育講座 in 啓新高校に参加します。よろしくお
願いします。 ( 上田祐広 )
クリスマス家族会へ、ご家族皆さんでご参加ください。ご登録
は 12月1日までです。 （後藤正邦 )
昨日11月24日 (イイニンシン ) の日に自社製造の妊活プロテ
インmotocul( モトクル )を新発売しました。妊活されている方
へご紹介よろしくお願いいたします。 ( 櫻田貴美子 )
ロータリアンは師匠を選び、友と交わり知行合一を共にして奉
仕に生きてきた。それが私達のロータリークラブである。感謝
の毎日です。 ( 須賀原和広 )
啓新高校キャリア教育講座、楽しみにしております。(辻橋清和 )
キャリア教育講座へ参加いただく企業様、ありがとうございま
す。 ( 増田喜一郎 )
清川さん、先週はお世話になりました。社員教育の素晴らしさ。
さすがロータリアンの会社だなと思いました。 ( 宮﨑茂和 )
【誕生日御祝】田中秀也
誕生日御祝 / これからも元気で明るい肉食女子で頑張ります。  
 ( 谷﨑由美子 )
【結婚記念日御祝】田中秀也
金井伸一郎・三浦博樹
 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 2日　第3470回本日の例会

報告【キャリア教育講座 in 啓新高校】
キャリア教育講座 in 啓新高校　開催 !! キャリア教育推進委員長　増田  喜一郎

　11 月 25 日 ( 木 ) 福井ロータリークラブ主催キャリア教育 in 啓新高校を開催しました。対象は特進コース 1・2年生と参加
企業 18 社の皆様のご協力のもと開催し、今年でこの企画は 6回目となりました。
　目的は福井ロータリーの会員企業の方々が大学進学を目指す生徒達に、各企業の仕事内
容、やりがいを始め、高校時代に将来の進路をどのように決めたのか、さらに失敗や挫折
の経験談などを経営する立場の方々だけでなく、各企業・団体の若手社員の皆さんから直
接話をすることで、これからの進路選択に役立ててもらうことです。コロナ禍の中でした
が、生徒達は人生の先輩から普段は聞けない話を聞くことができ、今後の進路決定に向け
て大いに参考になったようです。参加していただいた会員様、関係の皆様方、お忙しい中、
ありがとうございました。



● 現在会員 139名
● 出席者 80名
● 欠席者 47名
● 出席免除者欠席 11名
● 今回例会出席率 62.5％

● メークアップ 18名
● 欠席者 26名
● 修正出席率 80.6％

  11 月 4 日 ●メークアップ       山内鴻之祐(11/7 地区 RLIパートⅡ(web)後
半)、谷﨑由美子(11/21  第3回 地区社会奉仕委員会、木村憲一
(11/26  鯖江)、11/28　第6組 IM　31名 各　君

 2021 年  11 月 25 日　　第 3469 回 　

例会報告

委員会報告

米山奨学生　ヴーティーハーさん

　私はヴーティーハーと申します。ベトナ
ムから参りました。
　子供のころ、ドラえもんが大好きで、日

本を知るようになりました。日本には見たことのない色々
なものがあると想像して、いつか日本へ遊びに行きたいと
思っていました。大きくなって、ベトナムにはない何か新
しいことを体験したり、学ぶために日本に行くという私の
夢が再び燃え上がりました。高校を卒業してから、私は両
親が長い間期待していた医科大学に合格したにもかかわら
ず、日本に留学するための奨学金をもらえることになり、
すごく悩みましたが、夢と情熱を抱いて日本へ留学するこ
とを決めました。
　ベトナムはベトナム共産党による一党独裁体制下にあり
ます。概して米食文化で、麺類も米粉製が多いです。庶民
の主食は米飯、麺、粥、フランスパン等です。中華料理と
フランス料理の影響を受けています。また、世界第二位の
コーヒー生産国であることもあり、独自のコーヒー文化が
存在します。
　ベトナムを代表する景色の数々を紹介したいと思います。
　自然が作り出した風光明媚な景色から、莫大な資金を費
やして完成されたユニークな新名所まで。
　1．国際的な旅行サイト「towrope」はこのほど、世界で
最も美しい棚田 11 選を発表し、ベトナムから、東北部ラオ
カイ省サパ町の棚田がその一つに選ばれました。棚田をは
じめとして、美しい山々や滝などの自然景観が楽しめ、華
やかな原色の衣装に身を包んだ少数民族が暮らす町として
も知られています。
　2．世界遺産ハロン湾です。静かな水面のハロン湾に水紋
を立てながら船は航路へと走り出します。次から次へと姿
を現すユニークな奇岩を楽しみながら、ハロン湾の爽やか
な風と共にクルーズをぜひお楽しみください。
　3．ダナン：SNS でも話題の巨大な手に支えられる橋。こ
の橋があるのはベトナムのダナンという都市。ここには世
界一長いケーブルカーで有名なバナヒルズというテーマ
パークがあります。街全体が世界遺産に登録されているラ
ンタンの街 「ホイアン」 。 ノスタルジックな雰囲気が漂うベ
トナムの古い街並みは、歩いているだけで気分が上がる素
敵なストリートです。フーコックはベトナム南部にある三
角形の島で、白い砂浜と美味しい新鮮なシーフードが特徴
です。ベトナムで一番大きくて、ベトナムで一番綺麗な島
だと知られています。
　先ほど紹介したベトナムはたぶん人々がよく知っている
ベトナムですがこれは私の心の中のベトナムです。私が一
番大切にしているベトナムの風景は家族がいるところ、親
切な近所がいるところです。私にとってベトナムの美しさ

は人々の美しさです。私の中のベトナムは愛に満ちた友好
的な人々の国です。困っている隣人がいると、みんなが集
まって助け合います。美味しいものがあれば、各家へシェ
アしに持っていきます。子供の日や女性の日、建国記念日
など、みんなで一緒に御祝いします。私はベトナムに帰る
たびに、近所の人たちが私の庭に集まり、私を歓迎するた
めのパーテイーを開いてくれます。本当に感動します。私
はそのような家族とご近所さんたちの愛の中で育ちました。
　私は朝日奨学生として 2016 年 2月に日本へ留学に来まし
た。奨学生は日本で 2年間、日本語学校を通いながら朝日
新聞販売所で仕事をします。そして、家賃と学費は朝日新
聞社が応援してくれます。また、販売所で働いた分は給料
となります。
　2年間日本語学校で日本語と理系科目を学んで、福井県立
大学入試を受けました。私は 2018 年に福井県立大学の生物
資源学部に入学しました。今年、4年生になりました。
　生物資源学科は化学と生物を基礎として生物資源の利用
について広く学ぶところです。最初は大学の授業に慣れま
せんでした。1限の授業時間が長くて日本語で聴き取りしな
がら理解するのが難しかったです。1年生は生物と化学の復
習しながら植物、動物や微生物の理解が基礎になります。
　学生実験はとても楽しかったです。生物実験で私たちは
植物の細胞や組織を顕微鏡で観察したり培養動物細胞を染
色したり微生物の生態観察をしました。ほかに作物生産実
験もありました。自分たちで稲を植えて稲刈りしたのは貴
重な経験でした。2，3年生になって、内容が再分化して深
くなり、難易度も上がりました。それに実験実習も多くて
学ぶ知識量が増えてきました。しかし、専門科目への興味
から、私は真剣に取り組むことが出来ました。おかげで 3
年生までにすべての単位を取りました。4年生に入って、卒
業研究をしながら就職活動を始めました。
　日本に来る前は自分で料理をしたことがほとんどなかっ
たのですが、今の私は自炊も外食も充実しています！
　自分の想像していた留学生活とかけ離れていることから
悩むこともあります。日本に来て､最初の時間は本当に大変
でした。特に最初の 3か月間が 1番辛く、安定しない時期
でした。留学生同士同じ悩みを抱えているので一緒に改善
策を考えてくれます。他の国で頑張っている友達に刺激を
受けて自分も頑張ろうと思うことができます。
　米山ロータリーの奨学金をいただけたおかげで、これま
でずっと生活と学費のためにアルバイトに費やしていた時
間を自分の研究や勉強などにまわせて、そちらに集中する
ことができました。 
　福井ロータリークラブに世話して頂き、奨学金をいただ
くことにより、福井クラブの多くの方々に支えていただい
ているという温かい優しさと共に、私には大きな家族がい
ると感じています。

第６組　IM（インターシティーミーティング）

米山奨学生卓話

ロータリー財団  表彰

米山功労クラブ ( 第 61 回 )

マルチポール・ハリスフェロー　第 7回　　酒井  哲夫 会員
マルチポール・ハリスフェロー　第 5回　　玉木　洋 会員
マルチポール・ハリスフェロー　第 4回　　菅原  将高 会員、吉岡  正巳 会員
マルチポール・ハリスフェロー　第 3回　　伊井  彌州雄 会員
マルチポール・ハリスフェロー　第 1回　　齊藤  英夫 会員
ポール・ハリスフェロー 辻  恵利子 会員、萬谷  宏治 会員、長谷  美左子 会員、
 清水  盛伸 会員、村上  与司和 会員、英　貴子 会員、
 初瀬川  達郎 会員、鷲田  泰紀 会員、西澤  雄三 会員、
 中山  浩行 会員

ポリオ撲滅寄付
(2020-21 年度 ポリオ撲滅活動に少なくとも 1,500 ドルを
寄付したクラブへの
感謝状 )

「米山功労クラブ」は個人・
法人・クラブ扱い全ての特
別寄付金が対象となり、特
別寄付累計額が 100 万円を
超える毎に表彰されます。

　11 月 28 日 ( 日 ) 福井南 RCホストクラブとして福井フェニックスプラザにて IM（イ
ンターシティーミーティング）が 2年振りにリアルに開催されました。
　テーマは「今こそロータリーの友情と英知の結集を！」
　馬場 益弘ガバナー、杉本 達治福井県知事、東村 新一福井市長の3名ご挨拶いただき、
基調講演は杉本福井県知事より「福井モデル」のコロナ対策とアフターコロナを見据
えた今後の県政の拝聴し、懇親プログラムとして福井工業大学附属福井高等学校　吹
奏楽部による演奏披露が行われました。IMにご出席されました会員の皆さま、お疲
れ様でした。

幹事報告

　① IM のご案内です。今週 28 日の日曜
日にインターシティミーテンングが開催さ
れますが、12 時から受付開始、13 時から
本会議が開催されます。場所はフェニック
スプラザです。12 時 30 分に１階のロビー

にお集りいただきますようお願いします。集合後に記念写
真を撮りたいと思いますのでご出席の方々はご協力願いま
す。
　当日は 13 時から 16 時 15 分頃までの開催となりますが、

参加されない方々は、その模様をユーチューブにて配信を予
定していますので、後日URL を事務局からご案内しますの
で是非ご覧下さい。
② 山内会長からもご案内の通り、昼食は例会前にとってい
ただくことができます。場所も確保していますので、12 時
半からの例会に間に合うように、11 時 30 分以降の時間で昼
食会場にて食事をおとりいただきますように
お願いします。尚、くれぐれも黙食でお願いします。
③ 前回もご案内しましたが、忘れ物の件です。眼鏡と小銭
入れが届いております。届いてから既に 1ヶ月が経過してお
ります。お心当りのある方はお申し出下さい。

幹  事　浅井　正勝

キャリア教育推進委員会
増田  喜一郎 委員長

　本日行われるキャリア教育講座 in 啓新高
校のご案内です。

　本日は 14 集合、14 時 10 分開始となります。駐車場は十
分確保していますので、慌てず焦らずに例会終了後にゆっく
りと来ていただきたいと思いますが、先ずは本館前を目指し
てお越し下さい。
　啓新高校の先生の皆さまにもご協力いただき駐車場のご案
内をいただいておりますので、本館前を目指してお越しいた
だければと思います。私の方は事前に到着していますので、
参加いただく従業員の方々にもご安心いただければと思いま
す。本日はよろしくお願いいたします。

荻原  昭人 副会長

　本日はキャリア教育講座 in 啓新高校とい
うことで、沢山の方々のご協力をいただき
誠にありがとうございます。どうか未来あ

る生徒たちのために、熱いお話をしていただければと思いま
す。
　ただ１点だけ、学校に来ていただくとお気づきの点がある
と思いますので事前にご案内します。それは、本日は学校の
年間計画でオンライン学習の日となっており、この日は全生
徒が家庭で zoom使ってのオンライン授業を受ける日となっ
ています。ついては、各教室では教員たちが単独でそれぞれ
のテレビ画面を見ながらオンライン授業を行っており、生徒
が教室にはいませんので予めお含みおき願います。もちろん
キャリア教育を受ける生徒は登校しております。
本日はお世話になりますがどうぞよろしくお願い申し上げま
す。
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