
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
 3月31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 1,926,000円 2,492,000円
ロータリー財団 0円 2,851,540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
■ 次年度クラブ方針発表
  ( 荻原  昭人会長エレクト )　

■   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)
■  4月 21日(木)  
    会員卓話(長谷川  英一 会員)
■  4月 28日(木)  
    花見例会(夜間)
■  5月   5日(木)  
    休  会

12 時 30 分　　開会点鐘　
 会長挨拶
 栄誉行事
 皆出席御祝 / 清水 慶造 (45 年 )・藤本 潤一 (12 年 )・渡邉 義信 (9 年 )・
  上田 祐広 (8 年 )・後藤 正邦 (4 年 )
 在籍御祝 /  佐々木 知也 (25 年 )
 誕生日御祝 /  藤田 清彦・中山 浩成・南　宏季・野村 直之・村中 洋祐・
  片山　元・浅井 正勝・中島 良成・萬谷 光司・山岸 恒一
 配偶者誕生日御祝 /  村井　勝・石丸 敦士・鈴木 進治・森川 圭造・横山 強志・
  伊藤 仁一郎・野村 直之・渡辺 和男・櫻田 貴美子・佐々木 知也・
  浮田 愼太郎・藤本 潤一
 結婚記念日御祝 /  村井　勝・角谷 恒彦・浅井 正勝・岩﨑　新・滝本 光男・
  山本　宝・酒井 哲夫・中村 健一・村田 長隆・鈴木 進治・
  増田 喜一郎・野路 純平・宇野 良二・玉木　洋・佐々木 知也・
  初瀬川 達郎
 委員会報告・幹事報告・その他
 会員卓話 ( 南　宏季会員 )
13 時 15 分　　閉会点鐘

今後の予定
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奉仕しよう  みんなの人生を豊かにするために

山内鴻之祐
荻原　昭人
清水　則明
浅井　正勝
松田　将裕
藤本　潤一

会長
副会長・会長エレクト
直前会長
幹事
会計
会場監督

清川　卓二
長谷美左子
渡邉　義信
長田　裕美
森川　圭造
城戸　利枝

クラブ奉仕
職業奉仕
社会奉仕
国際奉仕
青少年奉仕
ロータリー財団

中広　　久
油谷　啓司
清水　正一
木下　勝元
滝本　光男

副幹事
副会計
副会計
副会場監督
副会場監督

野村　直之
佐々木知也

監事
監事

会長挨拶

　今日は、三月の最後の日です。明日は年度変わりの日です。今年も桜が花咲き、新しい年度が始まり
ます。我々ロータリアンも新入社員を迎え、若人を鼓舞し未来志向の時を過ごさなければなりません。
そういう意味で今日の例会は日本においては特別の意味を持つことでしょう。
　二十年後に会社を守って行って貰う若人には特別の気持ちで接したいものです。福井ロータリークラ

ブは、ただ奉仕するクラブというだけでなく福井市を元気な地域とするための責任を持っているのです。そのためには
ここにお集まりの皆様が自分の会社を大切に思い社員共々自分を高めて行かなければなりません。他人のせいにするこ
となく知恵を使い、日々努力をして行かなければなりません。皆様共々頑張って参りましょう。

　さて、今日は名言集７２を学びましょう。

生命は、生きて生きてひたむきに生き抜くものである。
生き抜くために生命は、強い力と素晴らしい知恵を保有している。
生命は、力と知恵を行使して絶妙な創造活動をする。
生物は、進化して人間は向上する。

　我々の命は、両親から、祖先から、神から頂いたものです。生きて生きて生き抜きましょう。言い訳など止めましょう。
今の今を肯定し、明日を夢見て生きましょう。
　全ての木々が芽吹き、小鳥たちも春を喜び、虫たちも活動を始める。この春の季節は、いのちが満ち満ちる時です。
寒い季節に耐えた多くの命と共に我々も活気を取り戻しましょう。知恵を使い、悩みを解決して参りましょう。それが「い
のち」そのものなのです。皆様のお幸せを祈り、ご健闘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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新しい奨学生　謝さん、ようこそ。ヴー ティー ハーさん、日本
を好きになってね。 ( 山内鴻之祐 )
まだ、目標に届かず。ご協力ください。 ( 木瀬雅博 )
米山奨学生だった、呂 英 (インイン )さんより誕生日のメッセー
ジをいただきました。お子さんが三歳を来福予定していたが、
コロナ禍の為、待機中。クラブの皆様によろしくお伝えくださ
いとのことでした。 ( 須賀原和広 )
一昨日法事を兼ねて私の兄弟、孫 20 人芦原に集合。久しぶり
の一族再会です。健康に感謝して。 ( 菅原将高 )
 各　君

世界に平和を願いつつ。 ( 山内鴻之祐 )
長男の大学入学（明日4月1日）を記念して。 ( 後藤正邦 )
加藤有司・宮﨑茂和
 各　君

桜の季節を迎えて。西行の心を思いながら。 ( 山内鴻之祐 )
櫻田さん、卓話ありがとうございました。４月には施術に伺い
ます。 ( 浅井正勝 )
林　洋三会員からご発注いただいた「ケアフルハウスしあわせ
館」が無事竣工できたので。林さん、大変お世話になりあり
がとうございました。 ( 上田祐広 )
この春ご異動となる皆様、新天地でもご健勝とご活躍をお祈り
いたしております。 ( 木村佳美 )
3月23日に結婚 20 周年を迎えました。妻には 20 年分の感謝
を伝えました。 ( 後藤正邦 )
素敵なワイン、ありがとうございます。おかげ様で 4人の子供、
6人の孫に囲まれてHappyです。 ( 菅原将高 )
短い間でしたが、お世話になりありがとうございました。
 ( 田中成治 )
技研工業株式会社様の施工により、住みかえ情報館の介護事
業のサービス付き高齢者専用賃貸住宅、鉄骨造 5階建全 28
戸が無事竣工を迎えることができました。ありがとうございま
した。 ( 林  洋三 )
【誕生日御祝】須賀原和広
竹生知子
 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

４月は「母子の健康月間」です。 － 医療・衛生設備や栄養不足を改善するため、ロータリーではさまざまな支援を 。  －

2022年 4月 7日　第3485回本日の例会
オンライン例会 (zoom)

案　内

6月 4日～ 8日に開催されるヒューストン国際大会期間中の
6月 5日（日）、現地にて、恒例の「日本人親善朝食会」が
開催される旨、RI 理事 辰野克彦様より案内がございました
ので、お知らせいたします。

＜日時＞　2022 年 6月 5日（日）
　　　　　開 場・受 付（予定）午前　7：00
　　　　　朝食会（予定）午前　7：30 ～ 9：00
　　　　　RI 会長他のご挨拶を予定しております。
＜場所＞　Marriott Marquis Houston
＜住所＞　１７７７　
　　　　　Walker Street,Houston,Texas77010　U.S.A.
　　　　　　 TEL：+１　713-654-1777　　
＜会費＞　お一人　10,000 円
＜定員＞　先着 250 名
　　　　　（締切日前に定員に達した場合は早めに締め切ら
せていただきます。参加ご希望の方は早めにお申し込みく
ださい。）
＜ドレスコード＞　スマートカジュアル

　国際大会にご参加希望の方は 4月 11 日（月）までに事務
局までご一報ください。
　クラブでとりまとめの上、ガバナー事務所に報告いたし
ます。
（主催者への申し込みは、地区でとりまとめて行います。）

【ヒューストン国際大会　日本人親善朝食会】

　　　　　　　　　　　　　　RI2750 地区 ガバナー
　　　　　　　　　　　　　　ガバナー会議長　 三浦 眞一
　　　　　　　　　　　　　　国際大会推進委員会委員長 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森屋 義政

　RI2750 地区では会員や会員家族の国際大会への参加を募
り、ヒューストンで夕食会 “ガバナーナイト ”を下記の通り
開催いたします。
　つきましては日本のロータリーの皆様もご一緒にヒュー
ストンで楽しいひと時を過ごせれば幸いでございます。
　貴地区のクラブ会長や会員、ご家族をお誘いあわせの上、
是非ご参加をいただきますよう、お願い申し上げます。

開催日：2022 年 6 月 5 日（日）
時 間：19：30 開会～ 22：00（受付開始：19：00）
場 所：セントレジスホテルヒューストン（Astor Ballroom）
1919 Briar Oaks Lane, Houston, TX TEL +1 713-840-7600
登録料：30,000 円
形 式：着席ディナー（エンターテインメント付き）
ドレスコード：男性／スマートカジュアル 女性／それに準
ずる服装
その他：ベジタリアン、健康上の理由で特別なお食事をご
希望の場合はお申し込みの際にご相談ください。
ご参加希望の方は 4 月 13 日 ( 水 ) までに事務局までご一報
ください。

【ヒューストン国際大会 ”ガバナーナイト ”】



● 現在会員 138名
● 出席者 57名
● 欠席者 65名
● 出席免除者欠席 16名
● 今回例会出席率 46.7％

● メークアップ 35名
● 欠席者 30名
● 修正出席率 76.4％

  3 月 3 日 ●メークアップ    宮﨑茂和(2/12 第2回合同地区委員会)、初瀬川
達郎(3/16 RAC)、山内鴻之祐・浅井正勝・宮﨑茂和・北島　恬・
小森富夫・中広　久・長谷川智洋・平野洋一・藤本潤一・木瀬雅
博・須賀原和広・萬谷光司・伊藤仁一郎・渡邉義信・木村憲一・
寺本光宏・加藤有司・木村佳美・櫻田貴美子・滝本光男・長谷川
英一・村田良昭(4/3 地区大会)、伊藤仁一郎(4/3 青少年奉仕フォ
ーラム)、木村憲一・加藤有司・木村佳美・櫻田貴美子・滝本光
男・長谷川英一・村田良昭(4/3 新会員セミナー) 各　君

 2022 年  3 月 31 日　　第 3484 回 　【オンライン例会】

2021-22 年度　地区大会 

会員卓話

　私は 1983 年 5月 4日に福井県福井市に生まれた生粋の福井っ子です。血液型はＯ型。イノシシ年生まれ
の猪突猛進タイプです。3人兄弟の真ん中で、自由奔放に育ってきました。家系的には昔から自営家系で、
機織り、大工さん、内装業と職人業の家に育ちました。そんな家系からなのか、職人系のお仕事に惹かれる

傾向があり、今までに経験のあるお仕事としてはピザ職人、たこ焼き職人等の仕事も経験してきました。
　そして現在の仕事も職人業なのでそういった家系が私をこの商売に繋げてくれたのかも知れません。
座右の銘は『一石二鳥三鳥四鳥・・・』です。1つやることでが 2つも 3つも活かし効率よく過ごせると良いなと日頃から考
えております。
　高校は羽水高校です。ほぼ春江の自宅から羽水高校までは自転車で毎日通っておりました。そのため、高校時代は自転車を
何回もパンクさせ、自分でタイヤの修理が出来るようになりました。性格的には男勝りなところがあり、学校祭のときには男
子を押さえ、応援団の団長として活躍をしました。応援団メンバーの同級生の中には森川不動産社長の森川さん、福井市議会
議員の中村あやなさんがおります。早朝から夜中まで練習を重ね、この 2人を含む私たちの応援団は見事優勝することが出来
ました。青春時代に一緒に汗をかいたメンバーが社会に出て活躍されている様子を拝見すると、とても刺激を受けます。
　高校を卒業してからすぐに、現在仕事としている技術を取得。19 歳のときに『あおいカイロプラクティック』というサロ
ンを開業しました。この時代には、カイロプラクティックというものが今ほど浸透しておらず、カイロプラクティックって知っ
ていますか？と聞き、知らない方にはカイロはギリシャ語で手の意味、プラクティックは技とう意味で、手技ということです
よ～っという説明から行っていました。今ではカイロと言えばホッカイロよりもカイロプラクティックの時代になり、福井の
カイロプラクティックを行っているお店はコンビニの数よりも多いと言われています。
　サロンをオープンしてから、最初は家族の紹介等でなんとかお客様の来店がありましたが、経営の『け』の字も知らないま
まに 19 歳で開業した私は、なかなか軌道に乗らず悩む事が増えました。
　そんな中、近々リラクゼーションサロンのお店が新規オープンするということを知人づてで聞き、そちらで正社員として雇
用して頂くことになりました。そちらが福井駅前に位置する日本システムバンクさんが当時運営していたヘルシープラザとい
うリラクゼーションサロンです。日本システムバンクさんでは 5年間お世話になりました。退社してすぐに自宅の一室でリー
ズナブルで通いやすいをコンセプトに『癒し Room ＴＯＲＩＫＯ』をOPEN しました。看板も広告も全て手作りで行い、徐々
にリピーター様が増え予約が困難なお店として連日休みなく働く日々を送っていました。1人では限界を感じている矢先、福
井の駅前に『美のまち』を作るというプロジェクトの話を聞きました。同世代のメンバーが当時シャッター街となっていた福
井の駅前を改革しようと立ち上がっていたプロジェクトでした。そこで私もそのメンバーに加わろうと決め、2店舗目を福井
駅前に決め『癒しの隠れ家ＴＯＲＩＫＯ福井駅前店』をOPEN しました。そのプロジェクト遂行の中で出会ったのが私をロー
タリークラブに紹介してくださった前川 小百合会員でした。
　福井駅前という場所に来たことで、沢山の経営者の仲間が増え刺激をもらうことが出来、前川会員とも出会うことが出来ま
したので、駅前に出店して本当に良かったと思っています。結婚してから、私自身すぐに子供が出来なかったことと、お客様
でも妊活ケアでいらっしゃる方が増えたことから 2020 年に妊活ケア専門のサロンを本店の一部でスタートしました。
　現在不妊治療をしている方の数は年々増えており 45 万人を超えると言われています。そんな中で、妊娠しやすい身体を作
るには身体のケアが大切だということを伝えるためのサービスを展開しております。
　2020 年 11 月、10 周年を迎える事が出来たことを機に、法人にしました。まだまだ小さな会社ですが、夢は大きく持ち女
性が活躍出来る環境を整えたいと思っております。
　2021 年 11 月 24 日には沢山の方にご支援頂いて商品化に至った、妊活プロテインmotocul を発売しました。こちらに関し
ては自身の不妊治療の経験を元に考案した商品となり、妊活中に摂ってもらいたい栄養素を 1食で 1日分とれるプロテインド
リンクとなっております。昨年発売したばかりにも関わらず、福井新聞やニュース、また複数の大手雑誌でもご紹介頂くこと
が出来ました。
　また、平野会員にご縁を結んで頂き、ドラッグストアのゲンキーさんで、お取扱いがスタートしております。平野会員には
本当に感謝の想いでいっぱいです。これから多くの方にこちらの商品を知って頂けるように今、一番力を入れておりますので、
この場で宣伝にはなりますが、どなたかご紹介を宜しくお願い致します。また、先進的な福利厚生のアイテムとしても使える
と思いますので、検討したいとお考えの方はいつでもお声掛け下さい。
　当店の技術はこのようにオールハンドのみで、このような変化を感じて頂ける内容を提供しております。スタッフ研修もしっ
かり行っておりますので、今回紹介した結果の中には私以外のスタッフが施術した結果もあります。スタッフ全員がレベルの
高い技術を提供出来るよう目指しております。
　ここで当然ですが、日本の平均寿命の話題に触れたいと思います。現在の医療の発達により日本人の平均寿命は 84.36 歳と
長生きです。
　では健康寿命はどうでしょうか。日本人の健康寿命は男性が 72.68 歳で女性が 75.38 歳です。その差は約 10 年です。
この結果から見て、長生きが出来ても最期まで健康であるかは別問題ということを知って頂きたいと思います。足腰の不調が
あったり、なにかしらの疾患をお持ちで最期亡くなる方が多いのです。
　当店ではなるべくそうならないように早め早めのケアを行い、最期まで健康でいられるようなお手伝いをさせて頂いており
ます。病気になったら病院に通って頂きたいのですが、病気にならないようにするためのケアは当店に来ていただきたいと思っ
ております。みなさんの中でも身体の不調を感じている方がいらっしゃいましたら、サロンは女性専用ですが私は男性も大丈
夫ですのでご来店お待ち致しております。

櫻田  貴美子 会員

幹事報告

①  次週 4月 7日 ( 木 ) は、引き続きオンライン（zoom）にてお昼の例会を行います。南  宏季会員の卓話を
予定しております。
その翌週 (4 月 14 日 ) から、例会場にてリアルでの例会開催を予定しています。4月 14 日は荻原会長エレク
トからの次年度方針発表です。

幹  事　浅井　正勝

　4月 3日（日）地区大会開催参加される会員さまにお知らせとお願いの連絡です。
　当日は福井駅東口 8 時集合、8時 15 分出発です。時間厳守でお願い致します。
　なお、当日福井南 RCも同時刻に京福バスが待機しております。バス乗車お間違えないようお願いいたし
ます。行きのバスご利用の方は、道中昼食を召し上がっていただきます。マイカーにて現地に行かれる方は、
本会議が行われます国立京都国際会館の駐車場は利用が困難の連絡がございました。つきましては、近隣の

有料駐車場をご利用いただくか、公共交通機関のご利用ください。
　国立京都国際会館にバスが到着しましたら、記念撮影を行いますので、正面　地区大会看板前に 12 時 10 分にお集まりく
ださい。本会議終了後、福井懇親会を KIYOMIZU 京都東山にて行い、福井駅東口には 22 時 30 分ごろ到着予定です。当日急
な変更等ございましたら、中広までご連絡下さい。

　今年度の地区大会はコロナ感染状況が思わしくない中、4月 3日 ( 日 )　国立京都国際会館にて対面方式で開催されました。
　前日開催予定でした会長・幹事・地区委員長会議、歓迎晩餐会は中止となり、コンパクトに 1日での開催となり、午前に「青
少年フォーラム」・「新会員セミナー」、午後からは「本会議」が開催され、福井 RCより 22 名参加しました。
　本会議は、海上自衛隊舞鶴音楽隊とメゾソプラノ歌手　田中千佳
子さんによる Stand Alone のプロローグ。オープニングは海上自衛
隊舞鶴音楽隊の演奏で会が始まり、国際 RC2650 地区　馬場 益弘ガ
バナーの挨拶、元 RI 理事 千　玄室氏の特別講話、文科省事務次官
　義本博司氏による記念講演、その他大懇親会で実施予定であった
祇園甲部による「手打ち式」、祇園甲部歌舞会による「京舞」と大
変華やかな地区大会となりました。
　大会終了後は、会場を移動し福井懇親会を「KIYOMIZU 京都東山」
にて京フレンチを頂き、楽しい時間を過ごしました。懇親会後、清
水寺夜間ライトアップを各自見学し、帰福しました。
　コロナ禍の中、ご出席いただきました会員の皆様お疲れ様でした。

副　幹  事　中広　久
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