
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

月信２月号掲載内容変更のお知らせ

 2月3日現在 累　計 目   標 

ニコニコ箱 0円 1,395,000円 3,000,000円
米山奨学金 0円 1,616,000円 2,492,000円
ロータリー財団 0円 2,423,740円 3,233,600円

ありがとうございました。

■  2月17日(木)  
    会員卓話(山本  晃司会員)
■  2月24日(木)  
    ゲスト卓話
    (福井県家庭養護推進ネット
     ワーク フォスタリング事業部 
      担当役員　芝 康弘様)
■  3月  3日(木)  
    栄誉行事/
    会員卓話(滝本  光男会員)
■  3 月 10日(木)  
    福井ローターアクトクラブ
     との合同例会(夜間例会)

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 ( 奥村  隆司会員 )
  演  題「もう一度この場所で　これまでも、これからも」
13 時 15 分 閉会点鐘

今後の予定

■ 開会点鐘 ： 12時30分
■ 閉会点鐘 ： 13時15分

■ 会場：zoomによるオンライン例会
■ 会員卓話 ( 山本  晃司 会員 )2022年 2月 17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

　明日は、もう立春です。若い頃は、冬が嫌いで雪が嫌いでした。しかし、歳を重ねたお蔭でしょうか、
真っ白な世界も楽しめるようになりました。春を待つ喜びも知りました。前向きに考えることを学んだ
お蔭なのでしょう。コロナに苛められながらも知恵の深遠なことを信じ新たなシステム、新たな生き方
を手にすることを覚えたのです。
　経済を語ると言いながら余り触れることがなかったようです。

　世界を眺めると、食べていけない時に革命や暴動が起こるのです。
　日本のこの豊かさを感謝せずにどうしようというのでしょうか。日本は、GDPの 200%以上の借金を国が抱えており
ますが、世界から愛されて円はなかなか暴落をしないのが現状です。何故なのでしょうか。私の独善的な考えかも知れ
ませんが、日本人の心、日本人のアイデンティティのお蔭ではないでしょうか。
　自然の中に神を見る神道、聖徳太子が諭された仏教による和、江戸時代に広まった儒教。この三つをどの日本人は持っ
ているのです。私の名言集の殆どがこのどれかに属し、世界で大人し過ぎると言われながらも学び続け、自分のものに
する力を持っています。このコロナの時代も若い人達は新しい活力の下に世界へ羽ばたいてくれることでしょう。
　
　今日は、名言集の言葉５８を味わいましょう。

　不苦者有智。

　今日は、節分です。福は内と豆まきをしますが、苦にしないためには知恵を持たねばなりません。
フクハウチなのです。世界に誇れるアイデンティティを我々は持っているのです。
　真面目に働き、真面目に隣人を愛し、こんな日本人が滅びる筈はありません。若人に私は期待し
ています。円が 360 円から 75 円まで行っても何とか生き延びてきたのです。頑張りましょう。皆
様のお幸せを祈り続けて会長挨拶と致します。

2021-22 年度  会 長
山内  鴻之祐
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山内鴻之祐・加藤幹夫
 各　君

※上記　米山奨学金・及びロータリー財団の累計額は下期納
会費でご入金いただきました寄付金が含まれております。

山内鴻之祐・宮﨑茂和
 各　君

山内鴻之祐
野路さん、卓話ありがとうございました！ ( 浅井正勝 )
２月２日に清川メッキ工５０棟目の建物ソリューションセン
ターが完成しました。日本の半導体業界に貢献します。
 ( 清川卓二 )
野路さんの卓話がとってもとっても面白かったので。(中山浩成)
つたない卓話のご清聴、ありがとうございました。( 野路純平 ) 
 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

２月は「平和構築と紛争予防月間」です。 －  ロータリーは地元の人たちと共に、多様性ゆたかな地域社会から平和な世界を築きます。  －

2022年2月10日　第3478回本日の例会

ニコニコ箱委員会
中山  浩成 委員長

ご寄付ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

　生まれは岐阜県岐阜市です。福井は 2回目の赴任
で故郷に帰ってきた気分です。
　趣味は、ジョギングです。本当はゴルフと言いた
い所ですが、数々のゴルフ侍の皆様より御指南を受
けたにも関わらず上達する気配がございません。
　昨年は、今まで生きてきた中で経験したことがな
い事をしてみようと東京 2020 のスタッフに！
　『新たな挑戦こそ最高のアンチエイジング』と信
じて、人生を楽しみたいと思います。

N e w M e m b e r 紹 介

長谷川  智洋 会員 　(2021 年 3 月 11 日入会 )
㈱ JTB 福井支店　支店長

R財団委員会
村田  長隆 委員長

米山奨学委員会
辻  恵利子 委員長

オンライン例会 (zoom)

《2月 13 日　ローターアクト「アクトの日」実施について》

　ガバナー月信 2月号にローターアクトの「アクトの日」の
掲載がございますが、この件についてご連絡申し上げます。
　このたび、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の悪化に
より、当初予定の2月13日の日程で開催出来るのは、奈良ゾー
ンのみとなりました。
　今後、奈良ゾーン以外の情報は、決まり次第ローターアク
ト地区ホームページに掲載いたしますのでご確認頂ければ幸
いです。
https://rac-2650.com/
　ご参加のご予定を頂いてい
たロータリアンの皆様にはご
迷惑をおかけいたしますが、
何卒ご理解の程よろしくお願
いいたします。
　なお、奈良県以外にお住ま
いの方の、奈良ゾーン「アク
トの日」へのご参加は、お控
えください。

・福井ゾーン（パラリンピック運動会）　→延期・中止を検討。
・滋賀ゾーン（献血と盲導犬募金活動）　→延期・中止を検討。
・京都北部（お見合いパーティー）※月信には未掲載
 →延期・中止を検討。
・ 京都南 A・Bゾーン（アクトマルシェ）→延期・中止を検討。
・奈良ゾーン（献血）　→月信に掲載の通り実施。
 2/13　10 ～ 16 時　ミ･ナーラ 及び 近鉄百貨店橿原店
  （橿原文化会館前芝生広場）



● 現在会員 138名
● 出席者 59名
● 欠席者 64名
● 出席免除者欠席 15名
● 今回例会出席率 48.0％

● メークアップ 23名
● 欠席者 26名
● 修正出席率 80.9％

  1 月 6 日 ●メークアップ      伊藤仁一郎(2/3  RI JYEM緊急地区RYE 委員
長会議)、伊藤仁一郎・野村直之・木村憲一(2/5 地区2022-23
年度 第1回地区チーム研修セミナー)、椿原徹也(2/6 インター
アクト委員長会議) 各　君

 2022 年  2 月 3 日　　第 3477 回 　【オンライン例会】

皆出席御祝

配偶者誕生日御祝

在籍御祝

片岡  正明 会員 (35 年 )
荒本  秀一 会員 (34 年 )
中村  健一 会員 (2 年 )

江守  康昌 会員、橋本  泰久 会員、椿原  徹也 会員、鷲田  泰紀 会員、清水  嗣能 会員、西澤  雄三 会員
稲田  朋美 会員、滝本  光男 会員、小谷  哲治 会員、長谷川  智洋 会員、鍋屋  昌明 会員、小森  富夫 会員

橋本  一也 会員、野路  純平 会員、加藤  信一 会員、滝本  光男 会員、宇野  良二 会員
木下  勝元 会員、小森  富夫 会員、椿原  徹也 会員、清水  慶造 会員、尾崎  隆伸 会員

小谷  哲治 会員、長谷  美左子 会員、石橋  正人 会員、片岡  正明 会員、登谷  大修 会員
山岸  恒一 会員、荻原  昭人 会員、鷲田  泰紀 会員、椿原  徹也 会員、柳町  剛弘 会員

横山  強志 会員 (20 年 )、田中  秀也 会員 (5 年 )
橋本  一也 会員 (5 年 )、増田  喜一郎 会員 (5 年 )

誕生日御祝

結婚記念日御祝

野路  純平 会員

《プロフィール》
　1973 年 1月 25 日生まれ（49 歳）　
　順化小学校時代は週７日習い事。

明道中学校では野球部に入りたかったが、まさかの母親の反対により仕方なく卓球部
に入り超楽しく過ごす。母の反対の理由は野球部の顧問の評判が悪いから。
　高志高校では勉強についていけず、底辺で土台を築くことにいそしむ。国語がキラ
イすぎて 2年時に理系コースを選択。勉強ができないストレスから３年時に人生最大
体重 78kg を記録。　もれなく浪人。。。
　
　東京の大学に行きたいので予備校から東京へ。
　早稲田大学へのあこがれと、ドラマ「予備校ブギ」での楽しそうな浪人生とキレイな講師、最新の教室が予備校「早稲田ゼ
ミナール」が舞台となっていたことから「早稲田ゼミナール」を選ぶ。寮に入り楽しくすごく。その結果、日本大学理工学部
機械工学科へ進学。
　大学を選ぶ基準は東京 23 区内に校舎がある理工学部を設置している大学。その理由は住まいも 23 区内にして電話番号の
市外局番を「東京 03」にしたかったから。大学生活（キャンパスライフ）のイメージは「芝生の上で男女が交互に座り談笑
する昼休み」。しかし、東京のど真ん中だけに芝生は無く、ビルと道路のコンクリートジャングル。さらには、ここにきて人
生初の男クラ（男子だけのクラス）。
　そこでとった行動は、東京出身のカッコイイ友達をつくるということ。その結果カッコいい友達に囲まれたことで、自分の
田舎もん臭さをごまかすためにやたらと服を買うようになる。そのために時給の高い銀座でアルバイトをする。サッポロライ
オンというビアホールでで週 3～ 5日勤務し、ビールの味を覚える。いまでも好んで飲むビールは「サッポロ黒ラベル」。
日中は校舎内にあるモスバーガーがメニューにない「モスバーガー」で過ごす。
　その結果は、留年。後から思い返してみても全く思い出せない 1年間だった。それほど重くて暗い 1年間だったのだと思う。
　
　卒業後ロンドンへ語学留学。午前中は教室で英語をしゃべり、ランチからパブへ行きそのまま過ごす。
3カ月くらい経って英国内やヨーロッパの国々へ旅行に行ってみる。ヨーロッパの文化に触れたこととロンドンに住んだとい
うことが、自分の感性に大きな影響をもらった。試しに受けてみたTOEICは740点という日本にいながらでも取れる点数をひっ
さげて帰国。今になって分かることになるが、人生最大の出来事がロンドン時代にあった。それは妻と出会ったこと。
　
　帰国後は東京で洋服の販売員をやってみたく色々な店を周った結果、ユナイテッド・アローズ（ＵＡ）の原宿本店Ｂ１Ｆ、
二子玉川店Ｂ１がヨーロッパの重厚な構えでかっこよく、ＵＡでしか働きたくない状態になる。アルバイト面接 200 人超のな
か採用 2人のうち 1人になる。ＵＡではメンズドレスの販売員として二子玉川店、横浜店、有楽町店、日本橋店に勤める。
　
　福井に帰ってからは、父の会社（株）こまどりに入り、エルパ内の店舗をみることになる。ＵＡのやり方を取り入れてみるが、
全く売れず、既存顧客には「オトコが仕入れしてるやろっ！！」とクレーム。スタッフは全員年上の女性で、コミュニケーショ
ンをとれずだれからも「ありがとう」と言われない 12 年間をすごす。
　エルパから撤退するタイミングで、今しかないと決心し 2017 年 10 月に野路洋服店をオープン。
　私のスーツへの想いは、スーツは男の装いのなかで 1番色気のあるもので最高峰の洋服。男に生まれたからにはスーツをエ
レガントに着たい。人生を楽しむためにも、楽しい人生を過ごすためにも洋服は欠かせないアイテムです。とくに男性にとっ
てドレススタイルは奥深く、魅力を加えてくれるものだと確信してます。
　
　私の人生は洋服に救われました。大学時代は洋服をやたら買うも誰からもほめられ
ない、モテない。卒業後に友達から「ダサかった」と言われる。できれば知らない人
がいるとこには行きたくない。華やかなとこるには行きたくない。という性格でした。
　しかし東京のファッションの最先端で洋服を買い続け、先輩から怒られ続け、プロ
の販売員の経験を積んだことで、知らないうちに周りの評価が激変し自分にじしんが
もてるようになる。そして、どこに行っても大丈夫なんだと思えるようになった。

　野路洋服店でのオーダーメイドはスーツ、ジャケット、パンツ、タキシード、ベス
ト、コート、シャツ、ネクタイ、靴。
　仕様生地はイギリス、イタリアの高級生地。工場は日本で日本製。芯は毛芯。高級
副資材（キュプラの裏地や水牛、ヤシの実のボタンなど）は標準装備
　　
　「良い第一印象 2度とつくれません」　by ココ・シャネル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご清聴ありがとうございました。

米山奨学金授与

　オンライン例会の為、事務局にて 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。

会員卓話

栄誉行事

例会報告

幹事報告

①　先日事務局から案内しましたが、昨年の１月から１２月までにロータリー財団、米山記念奨学会へ寄付
いただきました確定申告提出用の領収書について、本日事務局に届きました。
　明日、会員の皆さまにお送りします。
②　次週の例会についてご報告します。2/10　第２例会　オンライン（zoom）例会　奥村隆司会員による
会員卓話です。

③　本日、例会終了後、理事会を行います。このままオンラインで開催しますので、退出せずにお残りください。

幹  事　浅井　正勝

 2 月 3 日 ( 木 ) オンライン例会模様
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