
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。

■  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)
     会場：開花亭
■  5月   5日(木)  
    休  会
■  5月 12日(木)  
    栄誉行事/
    会員卓話(橋本  典明 会員)/
    理事会

12 時 30 分 開会点鐘　
 会長挨拶
 会員歴 50 年以上  記念品贈呈 /  菅原  将高会員 
 感謝状  授与 /    辻 恵利子 米山カウンセラー
 表彰
 ロータリー財団 / 
 マルチプルポールハリスフェロー /
  伊藤 仁一郎会員 ( 第 8回 )
  岩下 春幸会員、山内 鴻之祐会員、宇野 良二会員 ( 第 4回 )
  浅井 正勝会員、後藤 正邦会員 ( 第 1回 )
 米山功労者 / 
  油谷 啓司会員・市橋 信孝会員 ( 第 3回 )
 委員会報告・幹事報告・その他
 次年度クラブ方針発表 ( 荻原 昭人会長エレクト )
13 時 20 分 閉会点鐘

今後の予定

■ 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
■ 会員卓話 ( 長谷川  英一会員 )2022年 4月 21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

　今日は、４月の最初の例会です。今日も Zoom例会になりましたが、来週からリアル例会に戻る予定です。
次週は、次年度の荻原年度の方針発表があります。格式と伝統のある福井ロータリークラブは一層磨きがか
かって行くことでしょう。
　４月３日は国際ロータリー第 2650 地区の地区大会でしたが、我が福井ロータリークラブは 3番目に大きな
クラブとして参加して参りました。地域、日本のために積極的に活動して行きたいと念じております。

　久しぶりのリアル大会でしたが、桜満開の京都を楽しみ、皆さんの緻密な企画で大いに親睦を図ることができました。来年
は私に免じて更に多くの会員の登録をお願いしたいと思います。文化庁が京都に移り、関西の地盤向上が期待されているもの
と思います。特に千玄室パストガバナーの「個々の皆さんが活力と輝きを持たなければクラブ自体が活力と輝きを持つはずは
ない」との言葉は印象深いものでした。皆様の次年度の参加を期待しております。
　桜咲く素晴らしい季節を迎え、皆様の会社でも新しい年度をスタートしたところも多いことでしょう。このロータリークラ
ブという組織は、職業をベースにしております。ご自分の会社の繁栄なくしてロータリークラブの成長はありません。益々の
ご発展をお祈りしております。
　さて今日は、名言集の９を学びましょう。
　私も、若い頃、顔を毎朝鏡に映しながら、恵比寿、大黒様のお面に似た商人顔になるようにと努力したものです。

「髪かたち、つくろうたびに、先ず思え、おのが心の、姿如何にと」

　昭憲皇太后の言葉です。

　心は顔に表われます。幸せであれば幸せな顔に、不幸であれば不幸な顔に、苦しい時には苦しい顔に、
楽しい時には楽しそうな顔になるものです。毎日、何度と鏡を眺めますが自分の心が如何にあるかを考えながら眺めたいもの
です。人とお話しするとき、その方の表情をしっかりと観察し、言葉に迷わされないようにしたいものです。
　長い人生ではいろいろなことが起こるものです。しかし、不可思議功徳を信じて、己が心を高めて行けば新しい世界が広がっ
て行くものです。お互いに頑張りましょう。皆様のご健闘をお祈りして会長挨拶と致します。
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奨学金をもらった人が日本を好きになってくださるように。
 ( 山内鴻之祐 )
この日をオンライン例会最後と祈って！ ( 木瀬雅博 )
 各　君

世界はひとつです。平和は尊いものです。ロータリークラブが
少しでも役立っていますように。 ( 山内鴻之祐 )
リアル例会楽しみにしています。 ( 平野洋一 )
宮﨑茂和・村田長隆
 各　君

京都での地区大会をリアルで終えました。福井ナイトも素晴ら
しい企画でした。中広、長谷川、両氏に感謝して。
 ( 山内鴻之祐 )
 4月 1日は、5年間の修行を終え、長男が清川メッキに入社し、
さらに 4月1日に初孫娘が生まれました。「たくじい」と呼ば
せる予定です。 ( 清川卓二 )
3月24日に、ホテルリバージュアケボノ２Fに Fukui French 
Aujus( オージュ) がオープンし、福井ロータリークラブ歴代会
長の皆様にご試食いただき、ありがとうございました。
 ( 清水嗣能 )
ご清聴ありがとうございました。 ( 南　宏季 )
ウクライナに早く平和が戻って来る事を願って。 ( 吉田清二 )
誕生日御祝 / 自宅の体組織計では 52 歳の表示。誕生日が来る
と2歳若くなります！ ( 村中洋祐 )
結婚記念日御祝 / 日にちは忘れませんが、何回目の記念日か
を夫婦２人で間違えました。 ( 浅井正勝 )
 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 14日　第3486回本日の例会

報　告

【2022-23 年度　地区研修・協議会】

　4月 10 日 ( 日 )　京都国立京都国際会館にて　2022-23 年度　地区研修・協議会が行われました。
　福井 RCより次年度　荻原会長、中広幹事、後藤理事、清水 盛伸理事、渡辺 崇嗣理事、村田 長隆理事に出席いただき、全
体会議後、各分科会に分かれて講話並びに活動計画を拝聴しました。

　また、地区研修・協議会分科会にて次年度地区委員長の伊藤 仁一郎青
少年交換委員長、木村 憲一ロータリー情報委員長、野村 直之財団資金推
進委員長、藤本 潤一広報委員長、渡邉 義信会員増強・拡大委員長、発表
お疲れ様でした。

【ロータリー災害救援基金への DDF 寄贈について】
 国際ロータリー第 2650 地区
 ガ バ ナ ー 　　　　　　　  馬場 益弘
 地区ロータリー財団委員長  中川 基成

　この度のウクライナでの人道的危機への対応として、ロータリー災害救援基金へ、当 2650 地区財団活動資金（DDF）より 
25,000 ドルを寄贈いたしましたことをご報告申し上げます。
　この対応により、地区として各クラブ様へ新たに寄付を募る予定はございません。
　会員の皆様におかれましては、ご理解を賜わりますよう、宜しくお願い申し上げます。



● 現在会員 134名
● 出席者 53名
● 欠席者 65名
● 出席免除者欠席 16名
● 今回例会出席率 44.9％

● メークアップ 35名
● 欠席者 30名
● 修正出席率 76.4％

  3 月 10 日 ●メークアップ    木瀬雅博・英　貴子(4/9 2022学年米山奨学
生・カウンセラーオリエンテーション)、野村直之・伊藤仁一
郎・藤本潤一・渡邉義信・荻原昭人・中広　久・後藤正邦・
渡辺崇嗣・清水盛伸・村田長隆(4/10  2022-23年度 地区研
修・協議会) 各　君

 2022 年  4 月 7 日　　第 3485 回 　【オンライン例会】

職業奉仕委員会    渡辺  崇嗣 委員長

　今年度 1月 27 日開催予定しておりました　「RLI in Fukui」についてです。
　先般、新型コロナウイルス感染拡大で延期でご連絡しておりました。開催に向けて調整しましたが、今後
のスケジュールの調整がつかず、開催を断念する事になりました。

当初、ご参加でお返事いっただいておりました会員の皆様には残念な結果となりましたこと大変申し訳ございません。次年度
開催の際には多くの皆様のご参加をお願いいたします。  4 月 7 日 ( 木 ) オンライン例会模様

栄誉行事 

委員会報告 

会員卓話

　ウララコミュニケーションズの南　宏季と申します。貴重な機会を頂きまして、ありがとうございます。
自分のプロフィールを少々、あとは大変恐縮ですが、会社の事業紹介をさせて頂きます。
　まず私の紹介です。

　昭和 52 年 4月 13 日生まれ、もうすぐ 45 歳になります。4人兄弟の長男、大学時代以外は、ずっと福井で、和田小、成和中、
高志高にそれぞれ進学しています。学生時代のエピソードですが、今でこそ、のっぽですが、当時はクラスで一番身長が小さ
く、「前ならえ」の時に腰に手をあてる一番前の役をした時期があります。高校は家から一番近い学校に行けたのですが、勉
強が嫌いだったようで、受験期には、美術室逃げました。美術室にいた女性部員が可愛くて、それを目当てに行ってた記憶が
あります。ちなみに、その中の 1人が今の嫁さんになります。結果的に、高志高にはいってよかったなと感じてます。大学は、
美術室に逃げたおかげ？で、東北芸術工科大学に進学。いわゆる芸大だったんですが、芸大ならではの、ちょっと違う人種と
いうか、発想が面白い人達、そういった方に触れられたというのは良い経験だったと感じています。
　続きまして、会社の説明になります。雑誌を長年発刊しているということもあり、福井の方は知ってる方も多いかもしれま
せんが改めて。
　メディアとコンテンツを作る会社です。メディアとして、月刊ウララ・日々ウララ（WEB メディア）を発刊・配信。コン
テンツ制作としては、多岐にわたります。リーフレットや記念誌、チラシやポスターなどの紙もの制作、イベントや大会運営
等の事業系、ＣＭをはじめとした動画制作、ＨＰ制作や、ＷＥＢ広告等のデジタルもの等、伝えるということの全てを事業内容
として展開しています。
　またその他に、眼鏡店と飲食店も行っています。眼鏡はエルパ・武生楽市・敦賀で 3店舗展開。飲食店は京都にあります。
　弊社の三田村（現会長）が起業したのは 1980 年、私が 3歳の年になります。当時、三田村はデザイナーでしたが、流通業
界の制作物を中心に展開していました。チラシだけではなく、たとえば、ピアやパリオのロゴ等も、三田村の実績だと聞いて
ます。三田村が 50 歳の時、若い人の雑誌をつくろうと始まったのが月刊ウララです。
　当時はなかなか書店においてくれなかったのですが、コンビニでてきたことで、急激に飛躍。今年で創刊 34 年になります。
昨年、ご子息の三田村穂世が社長に就任しました。バイトやパートを合わせると、福井で約50人、東京で約50人が在籍してます。
　東京では何やってるの？とよく聞かれますので、少しだけ紹介させてさせて頂きます。
　基本的には、福井と同じでメディアとコンテンツをつくっています。コンテンツでいえば、編集プロダクション事業として、
主婦友やダイヤモンド社等、大手出版会社の下請けを行っています。たとえば、雑誌ダイヤモンドの一部は弊社が作っていた
り、ワンピースのカレンダーを作っていたりしています。また、様々な業種の制作物をつくっています。ポスターやリーフレッ
ト、チラシ、動画等々、最近は教科書や参考書、業界誌が多くみられます。また、メディア展開が東京支社にはなかったので
すが、近年、コインテレグラフというメディアを展開しています。5年ほど前に、日本の検索で多かったワードが、仮想通貨
やブロックチェーン、AI。今後も伸びていくことが予想されました。そこで、世界NO1の仮想通貨メディアの日本版を展開。
この分野では、大きい影響力をもつまでに成長してくれてます。最近では、大きくバズッているNFT（デジタル資産）の分野
展開も少しずつ進んでいます。
　直近の動きとして、今までにないくらい大きく変化しています。というのは、外部環境の変化や、新型コロナの影響が大き
く、やれない・やらない事業が出てきている一方で、新しい事業展開が加速しました。一部紹介させていただきます。
　一つは飲食店や小売店等、地域のお店を巻き込んだ事業展開です。元々地域のお店を巻き込んだ事業があったことはありま
したが、数や規模が大きく飛躍しました。Go To Eat キャンペーンやハッピーマリッジプロジェクト、ZENTABI キャンペーン
などです。私も会社も、短期間で非常に良い経験をさせて頂きました。また、新幹線の影響からか、観光系やまちづくり系の
事業も増加しています。制作物はもとより、お土産の開発やワークショップの開催等多岐にわたります。
　今後の動きとしまして、ウララを大幅にアップグレードさせて頂こうと考えてます。まだ、詳細まではお伝えできないので
すが、近年の劇的に変化した事業展開の経験知見と、今後福井のおかれる環境や、課題を考慮して、巻き込み型の全く新しい
発信メディアを構築したいと考えています。その時には、また改めて皆様に紹介させて頂きたいと思いますので、よろしくお
願い申しあげます。

南　宏季 会員

幹事報告

①　来週の例会のご案内です。来週 4月 14 日の例会はグランユアーズフクイさんの会場で例会を行います。
時間は通常どおり 12：30 から行いますのでお間違えの無いようお願いいたします。
　11：30 からお弁当を食べていただく別会場を準備しております。希望の方はご利用下さい。くれぐれも
スペースを確保、黙食にてお願いします。

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。

幹  事　浅井　正勝

皆出席御祝

配偶者誕生日御祝

在籍御祝

清水  慶造 会員 (45 年 )、藤本  潤一 会員 (12 年 )、渡邉  義信 会員 (9 年 )、
上田  祐広 会員 (8 年、・後藤  正邦 会員 (4 年 )

藤田  清彦 会員、中山  浩成 会員、南　宏季 会員、野村  直之 会員、村中  洋祐 会員、
片山　元 会員、浅井  正勝 会員、中島  良成 会員、萬谷  光司 会員、山岸  恒一 会員

村井　勝 会員、石丸  敦士 会員、鈴木  進治 会員、森川 圭造 会員、横山  強志 会員、
伊藤  仁一郎 会員、野村  直之 会員、渡辺  和男 会員、櫻田  貴美子 会員、佐々木  知也 会員、
浮田  愼太郎 会員、藤本  潤一 会員

村井　勝 会員、角谷  恒彦 会員、浅井  正勝 会員、岩﨑　新会員、滝本  光男 会員、
山本　宝 会員、酒井  哲夫 会員、中村  健一 会員、村田  長隆 会員、鈴木  進治 会員、
増田  喜一郎 会員、野路  純平 会員、宇野  良二 会員、玉木　洋 会員、佐々木  知也 会員、
初瀬川  達郎 会員

佐々木  知也 会員 (25 年 )

誕生日御祝

結婚記念日御祝
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