
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

同好会 ( 友の輪会 )

 3月10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 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)

12 時 30 分 開会点鐘　

 会長挨拶

 退会挨拶

  ( 飯守  禅会員、嶋田  浩幸会員、田中  成治会員 )

 委員会報告・幹事報告・その他

 会員卓話 ( 長谷川 智洋会員 )

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 ( 櫻田  貴美子 会員 )2022年 3月 31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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　皆様、お元気でお過ごしでしょうか。格式と伝統を重んじる我が福井ロータリークラブは、例会を欠
かさず開いております。会員同士の幸せを願いながら、リアル例会を願いながら、今日も Zoom例会に
なっております。世界の平和は遠のき、株式市場は激しく揺れ、インフレの加速に怯えなければなりま
せん。こういう時こそ、我が福井ロータリークラブは生き生きと存在意義を考えなければなりません。

多くの知性と教養を持ち合わせた友人のいることを忘れないでください。知恵を出しましょう。
ご自分の仕事の存在価値を見直して参りましょう。何時までも、コロナ、戦争が続くわけでは
ありません。友人と大いに語り合いましょう。何が根本的なものか考え語り合いましょう。

　さて、今日は、名言集の４６を学びましょう。

　「夢を実現出来るか否かは、途中で諦めるかどうかに掛かっています。必要なのは、強い情熱です。」

　今の世界を作ったともいうべきスティーブ・ジョブズの言葉です。心に浮かんだ理想に向かって人生を掛けるのです。
知恵を出し続けるのです。今の状況を分析し、冷徹な頭脳で考え、温かい心で考えるのです。沢山の友人がいます。沢
山のライバルがいます。何が自分には必要か、ライバルには何が足りないか。知恵を使い続ければ、自然と答えが生ま
れて来ます。ロータリアンは仲間です。戦うための友人です。ロータリークラブの原点です。
　社長さん、孤独を癒す、ロータリーなのです。
前向きに生きましょう。愚痴は止めましょう。そのための福井ロータリークラブなのです。道場なのです。素晴らしい
人格を持った多くの会員が全てあなたの友人です。
　皆様のお幸せとご健康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 ハーさんをお送りしました。サポートしてくださっ
た方々に感謝して。 ( 山内鴻之祐 )
遅れましてすみません。 ( 木瀬雅博 )
ヴー ティー ハーさん、お元気で。  ( 長田裕美 )
感謝 ( 萬谷光司 )
 各　君

世界に平和が再び来ますように。Rotary club　が少しでも役
立ちますように。 ( 山内鴻之祐 )
城戸さんが華燭の典を迎えられるとの報に接し、この上なきお
慶びを申し上げます。 ( 野村直之 )
早くリアル開催出来ると良いですね。 ( 平野洋一 )
感謝 ( 萬谷光司 )
本日もロータリー財団寄付ありがとうございました。
 ( 山野井秀一 )
宮﨑茂和
 各　君

ローターアクトの皆様との ZOOM例会を楽しんで。
 ( 山内鴻之祐 )
次のローターアクト合同例会はリアル開催できることを祈りま
す。 ( 浅井正勝 )
結婚御祝ありがとうございます。 ( 長野　学 )
滝本さん、卓話ありがとうございます。 ( 藤本潤一 )
息子が本日入籍しました。感謝 ( 萬谷光司 )
配偶者誕生日祝 ( 村田良昭 )
 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17日　第3483回本日の例会
オンライン例会 (zoom)

 3 月 10 日 ( 木 ) オンライン例会模様

　3月 6日 ( 日 )　新体制での友の輪会を開始しました。
　昨年度まで石丸会長、飯守運営幹事でしたが、飯守さんの転勤が決定したことに伴い 会長 清川、運営幹事 寺本、副運営幹
事 椿原にて引き継ぎました。
　ルールも新たに、前年結果のハンディー戦となり、練習にも皆さん力が入るコンペとなりました。
　当日は、快晴の中スタートしましたが、７～９ホール目に雷とあられで、プレーが中断となり、安全性を考慮して途中中止
となりました。最後は、表彰式を抽選会に切り替え、商品をお配りしました。
　２年間、運営幹事を努めて頂きました飯守さんにプレゼントをお渡し、
一言頂きました。飯守さん、また、福井に遊びにきてください。

2022-23 年度　友の輪会　会　　長　　清川  卓二
  運営幹事　　寺本  光宏
 副運営幹事　椿原  徹也

※新会員皆様のご参加大歓迎です！お待ちしています！

幹事報告

①　先週の理事会にて、現在のウクライ
ナ危機に関し当クラブとして金 10 万円を
支援することを決定しました。
　RI 日本事務局から地区に対し支援要請
も来ているようです。地区の情報も得た

うえで、人道支援、医療支援に使っていただく先へ寄付さ
せていただきます。
②　来週の例会の案内です。
　来週、3月 17 日 ( 木 ) はお昼の例会です。オンライン
（zoom）での例会となりますが、皆さまご参加ください。
長谷川  智洋会員に卓話をお願いしております。

幹  事　浅井　正勝



● 現在会員 138名
● 出席者 46名
● 欠席者 74名
● 出席免除者欠席 18名
● 今回例会出席率 38.3％

● メークアップ 28名
● 欠席者 31名
● 修正出席率 75.0％

  2 月 17 日

 2022 年  3 月 10 日　　第 3482 回 　【オンライン例会】

2021-22 年度　福井ローターアクトクラブ
会  長　平井  翔太

　今年度、福井ローターアクトクラブの会長を拝名しております平井でございます。
　福井ロータリークラブの皆様方には、平素より私どもの活動に多大なるご支援を賜り、深く感謝申し上げます。
　また本日も、合同例会に参加させて頂き誠にありがとうございます。
　我々福井ローターアクトクラブは現在、休会中の会員 1名を含め 13 名の在籍となっております。本日の合同例会には私を
含め6名の会員が参加させて頂いており、うち4名が今年度から入会した会員でございます。2650地区全体の動向として、年々
アクターの人数が減少しており、当クラブにおいても今年度で卒業・退会予定の会員が数名いるので、次年度はさらなる会員
数の減少が予想されます。そのような中、今年度入会された会員が中心となって次年度のクラブの運営をしていく事となりま
す。新入会員の大半はスポンサークラブの企業様よりご紹介頂いた方々という事もあり、非常に優秀な方ばかりでございます
が、国際ロータリーに関しての知識や経験はまだまだ未熟な部分が多くございますので、今後も引き続きご指導を賜りますよ
うお願いいたします。
　そして、今年度も残すところ約 4カ月となりました。このようなご時世ですので、例年のようにスポンサークラブの皆様方
と対面でお会いする機会が少なくなってしまい残念に思うところはございますが、本日のようにオンライン形式での合同例会
を企画して頂いたりと色々ご配慮頂きありがたく思っております。当クラブについても、オンライン形式の例会を交えながら、
なんとかここまで休会という形を取る事なく活動しております。残りの期間に関しても、この時代だからこそ出来る事を考え
ながらクラブの運営を進めて参りたいと思っています。
　また、今年度の活動と並行しながら次年度に向けた準備を進めているところでございます。ちなみに次年度の会長は、本日
出席しております豊田和希会員（高志法律事務所様の社員さん）の予定でございます。彼もまた非常に優秀な方で、次年度は
彼を中心に、また新しい福井ローターアクトクラブへと生まれ変わる事と思います。会員一同、よりよいクラブ運営・例会づ
くりをさらに進めていく所存でございますので、スポンサークラブの皆様方には引き続きご指導ご鞭撻を賜りますよう宜しく
お願い申し上げます。
　簡単ではございますが、以上をもちましてローターアクトクラブ会長挨拶とさせて頂きます。本日もどうぞ、宜しくお願い
いたします。

福井ローターアクトクラブ　会長挨拶

福井ローターアクトクラブ　活動報告

　ただ今より、今年度の活動報告をさせて頂きます。昨年 9月 30 日に開催された合同夜間例会にて、7月第
一例会から 9月第一例会までの例会活動報告をさせて頂きましたので、本日は 9月第二例会以降に実施した

例会の活動報告をさせて頂きたいと思います。例会活動報告の前に、当クラブの今年度の概要について簡単にご説明いたしま
す。
　設立記念日は 1989 年 4月 20 日で、今年度は設立 33 年目の年度となります。次々年度には設立 35 周年の式典を開催予定
でございますので、その際にはまたスポンサークラブの皆様方のご支援・ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
3月 10 日現在の会員数は 13 名（うち 1名は休会中）でございます。
　また、前回の例会において、須賀原和広様よりご紹介頂いた方が見学にお越し頂き、次回の例会より入会予定となっており
ます。須賀原様、この度はご紹介頂きありがとうございました。
　例会場は基本的に「福井市地域交流プラザ（アオッサ内研修室）」を使用しております。例会日については、原則第一・第
三水曜日の夜、月 2回の開催となっております。地区行事や他イベント日との兼ね合いもございますので、日程変更等には柔
軟に対応しております。
　そして今年度、2021-22 年度は「主体的に行動する」というテーマのもと、活動させて頂いております。ローターアクト活
動において経験値のある先輩方が卒業され、比較的経験値の浅い会員が残された今年度、ひとりひとりが自分にできる事を自
ら考え成長してほしいという想いを込めてこのテーマを設定いたしました。私も含め、会員各自まだまだ成長段階でございま

すので、残りの期間も精一杯活動に取り組んで参りたいと考えております。
　早速ではございますが、9月第一例会以降に実施した計 11 回の例会についての活動報告をさせて頂きます。
　まず 9月第二例会として、「福井ロータリークラブ様との合同夜間例会」を行わせて頂きました。今年度のクラブ概要及び
実施済みの例会活動報告をさせて頂きました。本日と同じようにオンラインでの開催だったため、皆様のリアクションを伺い
ながらお話させて頂く事が難しく、リアル例会で皆様の前に立って発言するのとは違う緊張感があったのをよく覚えておりま
す。
　10 月第一例会は国際奉仕委員会担当の「ベトナムの素晴らしさを知る例会」でございました。国際奉仕委員長は、前年度
まで米山奨学生でいらっしゃったグエン ホワン カン会員に務めて頂いており「ベトナムと日本の架け橋」というプロジェク
トテーマのもと活動しております。こちらの例会では、カン会員がベトナムのご出身という事で、ベトナム各地の名所やおい
しい食べ物について紹介して頂きました。画像や映像をたくさん使用して頂いたので、実際にベトナムの地を訪れたような気
分になりました。カン会員と同じ学校に通われてらっしゃるベトナム人留学生の方にも 1名お越し頂きましたスポンサークラ
ブ様からは、初瀬川ローターアクト委員長にご出席頂きました。
　10 月第二例会は大野ローターアクトクラブとの合同で「ボウリング大会」を実施いたしま
した。ボウリングを通し、大野ローターアクトクラブの方も含めて会員間の親睦を深める事が
できたと思います。個人戦とチーム戦を行い、景品も用意したので非常に盛り上がりました。
　11 月第一例会として「ローターアクト委員長卓話例会」を実施し、今年度ローターアクト
委員長としてお世話になっている初瀬川様に卓話を頂戴しました。
初瀬川様が専門にされてらっしゃるお仕事についてのお話だけではなく、これまで歩んで来ら
れた人生についてのお話も伺う事ができ、我々にとって非常に貴重な時間となりました。スポ
ンサークラブ様からは、黄瀬様と初瀬川ローターアクト委員長にお越し頂きました。
　11 月第二例会は京都洛中ローターアクトクラブとの合同で「習い事サミット例会」を実施
いたしました。これまで経験した習い事が今の人生にどう役立っているのか、今後やってみた
い習い事等について意見交換を行いました。事前にアンケートをとり資料を画面上で共有した
ため、オンラインでしたがスムーズな例会進行を行う事ができました。スポンサークラブ様か
らは、初瀬川ローターアクト委員長にご出席頂きました。また、今年度 2650 地区代表の辻村
くんにもご出席頂きました。
　12 月第一例会は、大野ローターアクトクラブ会員で今年度地区役員をされている谷出さん
を講師としてお招きし、「吹奏楽の世界を学ぶ例会」を実施いたしました。学生時代から現在
まで吹奏楽に携わってらっしゃる谷出さんより、楽器の種類や、それぞれの楽器から音が鳴る
原理等を教えて頂きました。水の入ったペットボトルを使い、音の鳴らし方等を学びました。
　12 月 16 日に行われた「福井ロータリークラブ　クリスマス家族会」にお招き頂き、12 月
第二例会とさせて頂いております。我々にアトラクションの時間を頂けたので、大きなスクリー
ンを使用させて頂きクリスマスにちなんだクイズ大会をさせて頂きました。毎年お招き頂き、
楽しい時間を過ごさせて頂ける事に感謝いたします。
　1月第一例会は「裁判の世界を学ぶ例会」を実施いたしました。今年度入会された豊田会員より、弁護士のお仕事内容や法
律や裁判についてのお話をユニークに分かりやすくお話頂きました。自分達も裁判員に選ばれる可能性があるので、その際に
は今回の経験を生かし、落ち着いた判断ができるようにしたいと思いました。福井ローターアクトクラブ学友の岩崎様にお越
し頂きました。
　1月第二例会として「新年会例会」を実施しました。今年度も残念ながら懇親会形式での開
催ができかったため、オンラインでの開催となりました。少人数だったためテーマは特に設け
ず、フリートークで楽しい時間を過ごし、親睦を深めました。
　2月第一例会は「コロナ禍とキャンパスライフ例会」を実施しました。京都外国語大学ロー
ターアクトクラブの皆さんとの合同例会でした。現役の学生でいらっしゃるアクターよりリア
ルなお話を伺い、コロナ禍における学生生活の実態を知りました。コロナ禍によりアクト活動
の制限が大きくなっているとの事ですが、その状況下でもポジティブに活動をされているお話
を伺い、我々社会人のアクターも見習うべきところがたくさんあると感じました。また、例会担当の伊藤会員による巧みな進
行・手の込んだスライドのおかげで、非常に盛り上がりました。
　2月第二例会が一番直近の例会となっております。「生命保険のからくり例会」として、今年度入会された宮下会員に担当
して頂きました。ライフプランナーである宮下会員より、保険の仕組みや業界のお話、現在のお仕事に対する熱い思い等をお
話頂きました。以上が、9月第一例会以降の活動報告でございます。
オンラインでの例会運営が普及してきた事により、コロナ禍以前ではなかなか実施する事が出来なかった県外クラブとの合同
例会を実施する事ができております。また、今年度入会したばかりの新入会員の方にもいくつか例会を担当して頂いておりま
すが、皆さん非常に頼もしく今後の活躍にも期待しているところであります。
　今後の活動計画としては、山内会長による「ロータリークラブ会長卓話」を頂戴する予定でございます。
　以上をもちまして、福井ローターアクトクラブの活動報告とさせて頂きます。ありがとうございました。

2021-22 年度　福井ローターアクトクラブ
会  長　平井  翔太

ローターアクト委員会    初瀬川  達郎 委員長

　本日はコロナ禍の中でも活動を行っておりますローターアクトの活動報告をこのあと平井ローターアクト
会長より発表させていただきます。

　現在、ローターアクトメンバーが 10 名程在籍しておりますが、アクトメンバーについて会員の皆様がご存知ない方もいらっ
しゃると思いますので、アクト活動報告のあとに、本日オンライン例会に参加しておりますアクター 6名より簡単な自己紹介
をしていただき、会員の皆様にメンバーを知っていただこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

平井 RAC 会長 織田 RAC会員 木内 RAC 会員 豊田 RAC会員 宮下 RAC会員 伊藤 RAC会員

福井ローターアクトクラブの会員　紹介
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