
次回の例会

ジェニファー・ジョーンズ

クラブテーマ ： 持続可能なロータリー（サスティナブル  ロータリー）～絆の再構築へ～
地区スローガン ： 感動、感激、そして感謝

尾賀 康裕

《 2022-2023年度   R.I. テーマ 》

福井ロータリークラブ　創立 72 周年記念例会

142

寄付金の状況

 10月 20日分 累　計 目   標 

ニコニコ箱 116,000円 1,036,000円 3,000,000円

米山奨学金 26,000円 966,000円 2,544,000円

ロータリー財団 18,000円 1,945,620円 3,880,000円

ありがとうございました。

10 月 24 日　世界ポリオデー。私もポリオ投与にラオス、タイ、
カンボジア等へ行きました。 ( 北島　恬 )
来週の夜間例会、皆さんのお越しをお待ちしております。
 ( 田中秀也 )
ロータリー財団への寄付で表彰された皆様に感謝します。
 ( 野村直之 )
今日は「天高く馬肥ゆる秋ですよね。皆さん肥満防止にご留意く
ださい。 ( 宮﨑茂和 )
西岡さん、卓話ありがとうございました。 ( 村田長隆 )
林　洋三・鷲田泰紀
 各　君

先日の卓話を聞いて、謝さんの頑張りが伝わりました。
 ( 出雲路康照 )
今月も米山月間よろしくお願いします。あと、今日含め、2回です。
 ( 木瀬雅博 )
皆様に感謝して。 ( 専田武志 )
木瀬さん、頑張ってください。 ( 林　洋三 )
石橋正人・市橋信孝・加藤幹夫・辻恵利子・細江　究
 各　君

本日は福井のウェルビーイングを考える会に告知に参りました。
宜しくお願いいたします。 ( 福井東 RC / 池田一博様 )
本日は貴重なお時間を頂きましてありがとうございます。ご参
加お待ちしております。 ( 福井東 RC / 中村綾菜様 )
おかげさまで卒寿を迎えました。記念にささやかですが、10
万円寄付させていただきます。歩行困難で清水慶造さまにお
願いしました。 ( 宇野良二 )
「鎌倉殿の十三人」に思いをよせて史跡を巡ってきました。大
河ドラマがより楽しくなり、喜んでいます。 ( 片岡正明 )
福井ロータリー野球同好会、約３年振りに活動再開しました。
来月、ガバナー杯に出場します。 ( 後藤正邦 )
宇野会員は昨日卒寿の誕生日でした。歩行不安定ながら、お
元気でした。 ( 清水慶造 )
宇野会員、多額の寄付にいつも以上に緊張しました。ありがと
うございました。 ( 瀬越智和 )
大変長い間、欠席しました。 ( 野尻章博 )
今日は久しぶりに会長代行をさせてもらいました。 ( 平野洋一 )
西岡会員、卓話ありがとうございます。 ( 森川圭造 )
 各　君

■ 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
■ 栄誉行事 /
 クラブフォーラム ( ロータリー財団委員会 )

■11月   3日(木)  
  休  会(文化の日)
■11月 10日(木)
  栄誉行事/
  クラブフォーラム
   (R財団委員会) 
■11月 17日(木)
  職場訪問(移動例会)
   訪問先：福井銀行 本店
■11月24日(木) 
   ゲスト卓話
   (丸岡RUCK  田中  悦博監督)

17 時 30 分　　登録受付　

18 時 00 分　　開会点鐘　

 会長挨拶

　　　　　　　委員会報告・幹事報告・その他

　　　　　　　親睦活動委員会　企画

20 時 00 分　　閉会点鐘

今後の予定

2022年11月10日(木)

現在、コロナ感染対策として各ロータリークラブはビジター
受付を行っておりません。
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2022年10月27日　第3511回本日の例会

ご報告

10 月は「地域社会の経済発展月間」です。 － 私たちの活動が地域社会の発展に、そして世界平和に貢献できて感謝 。  －
10 月は「米山月間」です。 － 若者に未来を託する若者の交流促進 。  －

2022-23 年度  パスト会 長

平野  洋一

会長挨拶

　皆さんこんにちは。今日は荻原会長に代わりまして会長復帰いたしました。よろしくお願いいたし
ます。なかなか 5代遡るということも珍しいですよね。先週は山内パスト会長が挨拶されていました。
　荻原会長が不在のため、若い方たちは知らないかもしれませんが開会点鐘ができる方は会長研修を
受けた方だけです。つまり「会長」と「パスト会長」だけです。会長欠席の場合、一代ずつ遡っていきます。

だいたい一代、二代でどなたか出席するものですが…わたしは五代前です。私の前の代の方は休んでいるということに
なります。この場所に私の後のパスト会長はいらっしゃいませんよね？もし私が休んだら佐々木パスト会長がこの場所
に立っていたということになります。
　この開会点鐘の鐘を寄贈された方がいらっしゃいます。私の記憶によると 17 年くらい前に当時在籍されていたセー
レンの黒川 誠一さん（セーレンの創始者）。黒川さんがたしか在籍 50 周年ぐらいに 90 歳を超えていまして車いすで例
会に参加されたのですが、その時の在籍 50 周年例会のお礼としてこの鐘を寄贈していただいたと思
います。私はその時まだ新入会員でした。この鐘は歴史がありそのくらい重たいものであると感じま
した。
　会長の挨拶ということですが会長になって一番大変なことがこの「会長挨拶」です。毎週ですよ。
先に原稿を作成し、それを会報委員会に提出、会報誌に毎回掲載されているのがパターンです。その
前の週に「自分が何を話したのか」記載しておかなくてはいけません。私はそんなことはできません
でしたのでレコーダーを置いて記録してもらっていました。なので、皆さま会長になられる場合は一番大変なのが挨拶
です。お見知りおきください。本日はお客さまをお迎えし、卓話もあります。これにて会長挨拶とさせていただきます。

】

委員会報告

　皆さんこんにちは。本日は来週の夜間例
会につきましてご案内をさせていただきま
す。

　来週 10 月 27 日木曜日 18 時よりこの天山の間にて創立 72
周年記念例会を開催させていただきます。17 時 30 分受付開
始　18 時開会ということで「夜間例会」となっております

のでお時間 お間違えの無いようによろしくお願いします。
　久しぶりの飲食を伴う例会となりますのでご出席の皆様に
は大変お手数ですが受け付けの際「抗原検査」を行っていた
だきます。検査の結果が5分から10分かかりますのでちょっ
と早めに来ていただき検査を受けて頂くようお願いします。
陰性の方だけのみご参加いただけるカタチです。何卒ご理解
のほどよろしくお願いします。我々親睦活動委員会が楽しい
企画でお待ちしていますのでよろしくお願いします。

親睦活動委員会　田中  秀也 委員長

　本日は移動例会についてご案内させてい
ただきます。来月 11 月 17 日（木）職場訪

問による「移動例会」です。場所は福井銀行本店でございま
す。詳細については本日事務局よりご案内いたします。多数
のご参加よろしくお願いいたします。

職業奉仕委員会　山岸  靖夫 委員長

【「イマジンロータリー」掲げ　世界を変える行動人として活動
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10 月 18 日付　日本経済新聞　全面広告実施済】
 
 国際ロータリー第 2650 地区　ガバナー事務所
　
　首題の件事後になりましたが、国際ロータリーとしての「公共イメージ向上」の一環としてまた、「全
国津々浦々・ポリオデー」の支援のために日本経済新聞「全面広告：10 月 18 日」が実施されました
のでご報告致します。
　本件本来なら事前にお知らせすべきところ詳細の事前情報がなく新聞紙面のお届けするという事後
報告となりました事をお許しください。



● 現在会員 142名
● 出席者 92名
● 欠席者 43名
● 出席免除者欠席 7名
● 今回例会出席率 68.2％

● メークアップ 46名
● 欠席者 39名
● 修正出席率 70.7％

  9 月 29 日 ●メークアップ　　　荻原昭人(10/23 大野)、木瀬雅博(福井
南) 各  君

 2022 年 10 月 20 日　　第 3510 回　 会員卓話

例会報告

福井東ロータリークラブ　事業案内

ロータリー財団  表彰

公益財団法人ロータリー米
山記念奨学会より多額の寄
付に対し感謝の意の表彰状
が届きました。
「第63回　米山功労クラブ」

米山功労クラブ 表彰

・マルチプル・ポール・ハリス・フェロー　４回目 細江　究 会員
・マルチプル・ポール・ハリス・フェロー　３回目 加藤  信一会員
　　　　　　〃 尾崎  隆伸会員
・マルチプル・ポール・ハリス・フェロー　１回目 岩﨑　新会員
　　　　　　〃 竹原  和行会員
　　　　　　〃 中広　久会員
　　　　　　〃 鍋屋  昌明会員
　　　　　　〃 林　洋三会員
　　　　　　〃 森川  圭造会員

・ポールハリスフェロー 白江  文夫会員、田中  秀也会員、橋本  一也会員、
 山岸  靖夫会員、山野井  秀一会員、渡辺  崇嗣会員

西岡  宏二郎 会員

演  題「第一生命とロータリー　福井支社と社会、地域貢献について」

　福井東 RCの研修リーダーをやっております池田  一博と申します。地区ではプログラム厚生委員会などで
城戸さんにはお世話になっております。コロナ禍にこのようなお時間を頂き
ありがとうございます。この度 11 月 1２日に当クラブで「福井ウェルビーイ

ングを考える会」を行いますその内容を当クラブ中村からお伝えさせていただきます。

　例会の貴重なお時間を頂きありがとうございます。福井東 RC社会奉仕委員
をしております中村 綾菜と申します。よろしくお願いします。お手元にあり
ますチラシと共にお聞きいただければと存じます。

　来る 11 月 12 日午後 2時から 4時アオッサの 1階ホールにて「福井のウェルビーイングを考
える会」と題しまして講演会行ってまいりたいと思っています。
　皆さまウェルビーイングをご存じでいらっしゃいますでしょうか？最近は健康経営とかウェ
ルビーイング経営とか企業、組織が活性化といいますか従業員のしっかりとした健康などを管
理していくということで組織の活性化、売り上げに繋がって行くという内容でして海外や様々
な企業が取り入れている現状です。「健康とは肉体的・精神的・社会的に完全にウェルビーイ
ングな状態である」それが福井でいわれている「幸福度」にも繋がっているんじゃないかと言われております。福井東 RCも
今からこの「ウェルビーイング」に取り組むところです。皆さんと共にこれから福井についてウェルビーイングについて一緒
に考えていけたらいいな。という会になっております。お時間がございましたらご参加ください。パネラーは福井県立大学 高
野准教授、国際協力NGO  ACE 代表 岩附様、福井東 RCの貴志先生、が参加されますのでよろしくお願いします。

福井東 RC　池田  一博様

福井東 RC    中村  綾菜様

① 来週夜間例会となっておりますよろし
くお願いします
② 会員手帳のシール久代会員の誤植があ
りましたので訂正させていただきます。
③ 今月末ＩＭ10 月末開催されます。ご出

席の方は福井駅東口 10 時 20 分集合、出発が 10 時 30 分と
なっていますのでよろしくお願いします。

幹 事　中広　久

幹事報告

　私は熊本県出身熊本市で親父の同級生が古葉竹識元広島カープ監督だったので 5歳の頃からカープファン
です。
【ロータリークラブと第一生命のつながり】
　ロータリー入会は福井ロータリーが初めてです。ロータリークラブについて勉強
していくうちに第一生命ととても深い繋がりがあることがわかりましたのでこの場
でご披露させていただきます。
　ロータリーソングの歴史を調べました。ロータリーソングは世界で 140 曲以上あ
ると言われています。日本では一応 25 曲あると言われていますが、クラブソングも
入れるとかなりの数になると言われています。ポールハリスはロータリーソングの
効用を 4つ挙げています。
①友愛を深める　②気分を和らげる　③音楽への関心が深まる
④歌の内容と例会の目的がマッチすれば話題が盛り上がる
　1961 年Ｒ.Ｉ東京大会の時 24,000 人 100 か国近い人々に大合唱されたという珍し
い歴史を残しました。
　日本にロータリークラブを設立した米山 梅吉氏にまつわる米山梅吉記念館は静岡県の三島にあります。記念館には 1本の
月桂樹（二世）が植えられています。この月桂樹（二世）は、 1935 年にポールハリスが来日された記念として当時の帝国ホ
テル中庭に植樹されたものです。この月桂樹の木は第一生命さんから譲り受けたんだよと当時の米山梅吉記念館理事長から教
えてもらいました。ではなぜ帝国ホテル改築時に弊社がこの月桂樹を譲り受けたのか。当時矢野   一郎が帝国ホテルの社外重
役（社外取締役）をしていたからでした。大井本社で挿木をしたそうです。
　日比谷本社は歴史に残る建造物と言われていますし、様々な歴史の舞台にもなりました。日本初の地下４階の建物で昭和
13 年に完成。当時もっとも高いのは国会議事堂、もっとも広いのは東京駅、もっとも深いのは第一生命館だと言われ、日本
三大建築と呼ばれておりました。歴史的建築物の保存に対する社会的機運が高まっていたことから、この二つの建物を保存・
再生しながら一つの街区として共同開発することを決定。これが、現在の「DNタワー 21」なのです。（平成 7）年の完成ま
でに 8年近くの歳月を要し、当時としては国内最大規模のプロジェクトとなりました。一方、二つの建物の一部を取り壊し、
再構築しながら、最先端の高層オフィスビルへと生まれ変わらせるというプロセスは、通常の新築工事と比べてはるかに難し
いそうです。そうした中、保存部分と新築部分の融合が図られ、古い建物を尊重しながら内外部のデザインに新しい命が吹き
込まれました。
【日比谷本社（第一生命館）について】　　《マッカーサー記念室について》
　第一生命館は昭和 20 年 9月に接収され、昭和 27 年に講和条約が発効するまでの 6年 10 カ月間、連合国軍総司令部
（GHQ）が置かれていました。「マッカーサー記念室」は歴代の連合国軍総司令官が使用した部屋で、当時のたたずまいを残
したまま保存されています。机には引出がありません。当時マッカーサーは即断即決ということで引出に書類を貯めることが
なかったそうです。
　マッカーサーの勤務時間をご存じでしょうか。マッカーサーは午前 10 時 30 分に大使館を出て第一生命ビルに向かい、午
後になるとすぐ大使館に帰って昼食をとる。短時間昼寝をした後、再び戻り夜遅くまで執務した。部下にも重労働を強いたが、
自身もよく働き、目がかすんで時計の針がよく見えなくなるまでオフィスを離れようとしなかった。 日本の観光名所を訪れた
りすることはもちろん、クリスマスはおろか誕生日もおかまいなしに、一週間丸７日ぶっ通しで働いていたと伝えられていま
す。マッカーサールームについてですが、マッカーサーが来る前は社長室（当時 石坂社長）であったと言われていますが、
実際にはGHQ接収前は日本の陸軍に接収されており、マッカーサーの直前は陸軍幹部の部屋となっていました。当時の田中
静壱大将は、マッカーサー記念室は使わず、当時の会長室を使い、その隣の日本間で寝泊まりしていたとのことです。2015
年版の映画『日本のいちばん長い日』の中で田中 静壱大将（木場 勝己）が畑中少佐（松坂 桃李）を一喝する場面が第一生命
館だと言われています。マッカーサー記念室については第一生命のホームページで、バーチャルビューで記念室をご覧いただ
けます。
【社会貢献・地域貢献活動について】
　最後に弊社の社会貢献と当福井支社での活動を披露させていただきます。
　《財団法人保生会の設立》
　1935 年、当時の日本人の死因第 1位であった「結核」の治療と予防を目的として「（財）保生会」を、そして 1939 年に長
期療養所である「保生館（後の保生園）」を設立しました。結果として、創業者矢野恒太が設立した「（財）保生会」は当社の
社会貢献活動の先駆けとなるとともに、日本人の健康寿命の増進に貢献しました。保生館（保生園）は現在「新山手病院」と
なっており、その裏山が「八国山」と言われることから「八国山病院」の愛称でも知られています。となりのトトロでさつき
とメイのお母さんが入院をしていた七国山病院のモデルと言われています。
　第一生命 福井支社は昭和 5年に福井支部として開設しました。現在 92 年目を迎えています。日刊県民福井が前社屋になっ
ています。現在は隣のビル（冨田第一生命ビル）が現在の社屋です。弊社は全国各地に広がるネットワークを活用して、地域
の課題解決に取り組んでいます。地域の皆ささまに生涯設計デザイナー（営業員）が、face to face の活動を通じてお客さま
に情報提供を行っています。健康寿命の延伸に向け、がん・高血圧・認知症などの病気を正しく認識し予防するため、各自治
体およびナショナルセンターと協力してセミナー等を実施し、啓発活動に努めています。新型コロナウイルス感染症の影響に
より、がん検診受診者数が減少しているとの調査結果が発表され、がんの早期発見ができなくなることで、今後進行がんの発
見が増えることが心配されております。そこで第一生命 福井支社は、地域課題解決取組活動の一環で、がん検診受診率向上
に向け、「健康診断に関する意識調査」と題して実態調査を実施し、健康診断を受診していただく促進活動を行いました。そ
の他の取組としまして、「健康ＷＥＢセミナー」の開催。「女性活躍応援活動」「身近なＳＤＧＳ取り組み」等行っています。
福井県の「未来」・「幸せ」づくりに貢献していきたい！福井県民の皆様のおかげで第一生命福井支社 92 周年を迎えました。
今年度の第一生命福井支社のビジョンが「あなたでよかった」と言われ続ける私たちに！です。
幸福度、小中教育トップクラス。生命保険世帯加入率全国ＮＯ１の福井県でビジョンに合った存在であり続けるように、まず
は 100 周年に向け社員一丸で県民の皆様と歩んで行きたいと存じます。御清聴ありがとうございました。
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