
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

お知らせ

 3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。

■  3 月 17日(木)
    会員卓話(長谷川  智洋会員)
■  3月 24日(木)  
    休　会
■  3月 31日(木)  
    会員卓話(櫻田  貴美子会員)
■  4月   3日(日)  
    地区大会(国立京都国際会館)
■  4月   7日(木)  
    栄誉行事/
    会員卓話(南　宏季会員)
■   4月 14日(木)  
    次年度クラブ方針発表
     (荻原  昭人会長エレクト)

18 時 30 分 開会点鐘　

 会長挨拶

 福井ローターアクトクラブ  会長挨拶

 委員会報告・幹事報告・その他

 福井ローターアクトクラブ  活動報告

19 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 ( 長谷川  智洋 会員 )2022年 3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

　いよいよ春ですね。雪の美しい景色ともお別れです。この寒い季節を楽しむために子供達をスキー場
へよく連れて行きました。暑い夏を楽しむために海水浴もよく行きました。この福井の素晴しい自然を
大いに楽しみましょう。全て前向きに捉えて参りましょう。ロータリークラブの原点を思い出してくだ
さい。経済的に豊かになっても孤独な人生は避けなければなりません。こんなに素晴らしい知性と教養

を持ち合わせる多くの友人はそんなに簡単に巡り合えません。お経で言う皆阿羅漢ですね。特に福井は稀にみる精神性
の高い県です。この福井ロータリークラブはある意味で素晴らしいメンバーの集まりです。大いに交わって参りましょう。

　さて、今日は、名言集の１６をまなびましょう。カーネギー自伝で有名な鉄鋼王、カーネギーの言葉です。

　「清貧の家に育った子供は、裕福な子供に比べて、何ものにも替えることの出来ない尊い宝を与えられている。」

　余りに豊かさを知ってしまうと人生の大きな目標を見失い、最も大切な努力、精進の心を奪ってしまうのです。本当
に大切なのは、日々努力し知恵を使い続ける意欲を培うことでしょう。その点、福井、日本の人々は、清貧をそして努
力を重ねる長い伝統を持っています。皆様も福井ロータリークラブの会員であることに誇り
をもって日々努力して参りましょう。学び続けて参りましょう。長い人生です。小手先だけ
では処理出来ません。ロータリークラブを道場として、多くの素晴しい友人と交わり豊かな
人生を作り上げて下さることをお祈りしております。皆様のご多幸をお祈りして会長挨拶と
致します。

2021-22 年度  会 長
山内  鴻之祐
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ヴー ティー ハーさん、ご卒業おめでとうございます。時々、遊
びに来てね。 ( 山内鴻之祐 )
ハーさん。4月からの社会人生活、楽しんで、頑張ってください！
 ( 浅井正勝 )
 各　君

宮﨑先生の健康を祝い祈りて。 ( 山内鴻之祐 )
世界の平和はロータリー財団の究極の目的です。 ( 野村直之 )
宮﨑茂和・村田長隆
 各　君

春になったよろこびに。 ( 山内鴻之祐 )
誕生月　世界の平和を祈ります。 ( 田中成治 )
【誕生日御祝】長谷川智洋
滝本光男・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

３月は「水と衛生月間」です。 － 世界の「水と衛生」の現状を知り、持続可能な開発目標 (SDGs) に奉仕しよう 。  －

2022年3月10日　第3482回本日の例会
オンライン例会 (zoom)

福井ローターアクトクラブとの合同例会　今年度の地区大会は久々の対面方式での開催となりますが、ご承知のとおり、なおも新型コロナウイルス感染状況が思
わしくないことから、ご参加いただく皆様に安心と満足を得ていただける地区大会となるよう検討いたしました結果、開
催内容を別紙の通り変更して開催する運びとなりました。
　皆様に安心してご参加いただけるように心を込めて準備を進めております。何卒ご理解とご了承をいただきまして、ご
参加くださいますようお願い申し上げます。

2021－22 年度地区大会開催概要 ＜変更点などお知らせ＞
　　第 1 日目 4/2 ㈯　◆歓迎晩餐会は中止　　◆会長・幹事・地区委員長会議は中止
　　第２日目 4/3 ㈰
　　　　◆青少年フォーラム・新会員セミナーは実施　　青少年奉仕フォーラム・新会員セミナーは予定通り行います。
　　　　◆本会議は、内容を一部変更して実施、終了は 16 時過ぎとなる予定です。記念講演の講演者は、文化庁長官 
　　　　　都倉  俊一氏から、文科省事務次官 義本  博司氏に変更になりました。
　　　　◆大懇親会は中止し、お持ち帰り用のお弁当をご用意します。

 3 月 3 日 ( 木 ) オンライン例会模様

2021-22 年度　地区大会開催について

　3月 20 日に開催されます　ドラゴンリバー交流会主催　「足羽川清掃活動」について、現在、本県において「福井県新
型コロナ感染拡大警報」が 3月 21 日まで延長されました。
　ドラゴンリバー交流会は清掃活動を実施されますが、このような感染状況において、会員の皆さまの健康・安全を考慮
し、当クラブは清掃活動の参加を取り止めることといたしましたのでお知らせいたします。

3月 20 日 ( 日 )　ドラゴンリバー交流会主催足羽川清掃活動について



● 現在会員 138名
● 出席者 62名
● 欠席者 62名
● 出席免除者欠席 14名
● 今回例会出席率 50.0％

● メークアップ 29名
● 欠席者 34名
● 修正出席率 73.4％

  2 月 10 日 ●メークアップ     木瀬雅博・辻恵利子(3/5 2021学年度米山奨
学生終了式(オンライン) 各　君

 2022 年  3 月 3 日　　第 3481 回 　【オンライン例会】
滝本  光男 会員

　今日は、自己紹介と私の仕事の経歴を紹介したいと思います。
　私は、主に新聞広告の仕事をしてきました。私の関わった新聞広告、画像が残っているものを一部ですが紹介してまいります。
新聞記者のイメージが強い会社ですが、その中で会社を支える収益部門とはどんなところなのか、その理解にもつながればと
思います。

（プロフィール）
　私の簡単なプロフィールです。1965 年春江町で生まれ、今も春江在住です。写真は中学のころからやっている釣りの画像で
ございます。中学ではバスケットボール部でした。高校への進学は、自宅から歩いて 1分の春江工業高校を想定していたので
すが、あまりに近いのと、バスケの強豪校だったので、練習が辛そうなので、隣町の高校に進学。大学卒業後は、Uターン就
職をしたかったので地元の福井新聞社に入社しました。

（会社の経歴）
　入社時、本社は大和田ではなく、春山 1丁目にありました。配属されたのは広告部でした。新人の私がやっていたのは、ま
ず求人広告。当時は、フリーペーパーもなく求人、不動産というと新聞でした。あさイチの電話の多くが、求人広告のご用命。
それを受けて、打ち合わせして原稿を書いて、掲載、を繰り返し。中古車広告
の制作では、金額を間違えると大変。車の撮影では、夏場は汗だくになります。
プライスカードをとったりつけたりが大変で、金属の枠だったので、やけどし
そうになりました。私が好きだったのは、落成広告。施主、施工、工事協力業
者の皆さんの負担額、大きさを決める差配ができ、売上もやりがいも大きく魅
力ある仕事でした。作業所長（現場監督）と仲良くなると、次の現場も紹介く
れる、という好循環もありました。7年目には、世界体操福井大会の会場、サ
ンドームが工事中でした。念願の熊谷組担当になり、この落成広告を手掛ける
ことができました。とにかく、ランドマークになる建物の広告を扱うと、社内
で自慢できました。
　金沢勤務を経て、新聞広告から、少し離れます。私の 40 代は、出向の年代
でした。最初の出向先は福井新聞 PRセンター、広告代理店でしたので、TVCM
に関わることができたのは楽しい思い出です。それもつかの間、本社から、タ
ブロイド判のフリーペーパーを創刊するよう指示が入りました。2007 年 10 月
に、嶺北地区限定で創刊したのは、週刊もぎたて banana。しかし自分を入れ
て 4人で、毎週 8ページをつくるのは、ほんとに大変で、つらかったです。な
かなか黒字にならず、2年半でついに休刊となりました。
　49 歳のときには「メディアプラス風丸」という月刊誌の「fu」を作っている
会社に出向となり代表取締役社長に就任しました。すぐに取り組んだのが、社
名の変更。編集プロダクションのイメージを基に「fu プロダクション」としま
した。
当時、全国的に「ランチパスポート」という、500 円でランチを食べられる仕
組みの冊子が大人気。福井で出版したところ、これが大当たりして創刊号は１
万冊近く売れました。1年もたつと、だんだん売れ残りだしまして、3年ぐら
いで休刊となります。
増収策のもう一つは、WEB。地域のポータルサイト「ふーぽ」を立ち上げました。
今は、月間 80 万ページビューを稼ぐまでに成長。広告のご要望、いつでもご
相談ください。
　今、私が注力するのは、プログラミング関連の取り組み。なかでも特に関わっ
ているのがIchigoベースという事業。所ジョージの世田谷baseをパクリました。
　当社がリノベーションを進める福井中央ビルを “秘密基地 ”として活用。な
んと 3Ｄプリンタもそろっています。スキルが高い子たちが集まって、地域や
地元企業の困りごとをプログラミングで解決することを目標に活動していま
す。こういう子供たちが、福井の企業に就職して、福井を支える人材になれば
という願いがあります。
さて、入社 33 年目を迎える春。組織も統合されて県アマ、書き初めなどの事
業領域が広がってまいります。楽しく面白い事業をやっていきたいと思います。

（まとめ）
　最後になりますが、今、地域のマスメディア、広告業界の発展を願って、広告関係の大型コンベンションの誘致を検討して
います。ネット時代を迎えて、我々は産業的にも影響力的にも厳しい時期を迎えていますが、地域メディア同士も積極的に協
力しあい、活力を高める取り組みが必要です。業界全体で一つのことに取り組むことはあまりなかったですが、この誘致事業、
力を合わせて成功させ、メディア、広告業界の未来を盤石なものにしたいです。
　ありがとうございました！

米山奨学金・終了証授与

　福井県立大学の VU THI HA と申します。
　2021年4月から奨学金のご支援をいただきまして、誠に感謝しております。本当にありがとうございました。
　私は去年の春から、就活を始めて、また卒業に向けて研究や卒論の作成を進めました。企業の面接が実験

と重なってしまい、アルバイト代を学費と生活に充てることが難しい状況にありました。そのような中で奨学金のご支援をい
ただいたことで精神的な余裕もでき、無事に内定をいただくことができました。また、卒論も完成しました。
　私はこれからも努力を続け、社会で活躍する人材になり、ご支援・応援をしていただいた皆様にお礼をさせていただきたい
と考えております。
　最後になりますがご支援をくださった皆様、ロータリー米山記念奨学会に携わる皆様に重ねてお礼申し上げます。本当にあ
りがとうございました。

　2021 年度  米山奨学生ヴーティーハーさ
んに山内  鴻之祐会長より事務局にて奨学金
と米山奨学期間を終了の為、終了証を授与
しました。
　また、クラブより卒業御祝と就職御祝と
してプレゼントを贈呈しました。

米山奨学生　ヴーティーハーさん

奨学生授与 終了証授与 プレゼント贈呈

例会報告

栄誉行事

会員卓話

幹事報告

来週の例会のご案内です。
①　3月 10 日の例会は「ローターアクト
クラブとの合同夜間例会」を予定してい
ます。昨年 9月に開催した合同例会もオ
ンライン（zoom）例会でしたが、来週も

オンラインでの例会です。18：30 開会点鐘ですので、お
間違えの無いよう、お願いいたします。
②　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。　

③　大和ハウス工業の鈴木進治会員から、3月 20 日 ( 日 )
に開催されるラグビー記念試合のチケットをご提供いただ
きました。石川県ラグビーフットボール協会の創立 70 周
年記念試合として  オール早稲田×オール石川の試合です。
場所は金沢市営球技場です。
　無料で観戦できるチケットです。20 枚ご提供いただきま
したので、ご希望の方は事務局までご連絡ください。早い
者勝ちです。

幹  事　浅井　正勝

演　題  「時代を映す、新聞広告」

皆出席御祝

配偶者誕生日御祝

在籍御祝

森川  圭造 会員 (4 年 )

清水  則明 会員・長田  裕美 会員・中広　久 会員・橋本  一也 会員・前川  小百合 会員
田中  成治 会員・須賀原  和広 会員・出雲路  康照 会員・藤本  潤一 会員・三浦  博樹 会員
木村  佳美 会員・木村  憲一 会員・開発　毅 会員

清水  嗣能 会員・山本　恵 会員・坂本  安夫 会員・田畑  賢一 会員・長谷  美左子 会員・村田  良昭 会員
斉藤  信二 会員・金井  伸一郎 会員・梅井  啓介 会員・油谷  啓司 会員・岩﨑　新 会員・長谷川  英一 会員

田畑  賢一 会員・上田  祐広 会員・後藤  正邦 会員・北島　恬 会員
片山　元 会員・長野　学 会員・菅原  将高 会員・渡辺  一史 会員

清水  慶造 会員 (45 年 )   ・酒井　孝 会員 (5 年 )

誕生日御祝

結婚記念日御祝
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