
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
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寄付金の状況

 11月 10日分 累　計 目   標 

ニコニコ箱 86,000円 1,144,000円 3,000,000円

米山奨学金 20,000円 1,216,000円 2,544,000円

ロータリー財団 20,000円 2,162,060円 3,880,000円

ありがとうございました。

ポリオに役立ててください。 ( 油谷啓司 )
財団月間に思いを寄せて。 ( 片岡正明 )
本日、ロータリー財団月間にちなみ、卓話を行いました。
 ( 野村直之 )
使途指定寄付「ポリオプラス」 ( 宮﨑茂和 )
野村パスト会長、卓話ありがとうございました。 ( 村田長隆 )
村中洋祐・山岸恒一
 各　君

荻原昭人・石橋正人・加藤幹夫・細江　究
11/5 福井間税会創立 50 周年 記念式典・祝賀会を開催しまし
た。参加していただいた皆様、ありがとうございました。
 ( 上田祐広 )
本日、早退します。すみません。 ( 木瀬雅博 )
早退します。申し訳ございません。 ( 清水則明 )
福井ロータリークラブ野球同好会チームがガバナー杯にて第一
試合勝ちました。次の第二試合は 11/12 に長浜浅井球場にて
準々決勝です。只今、応援団を募集しています。会員、ご家
族とも参加参加いただける方は玉木までご連絡ください。
 ( 玉木　洋 )
400 年振りの天体ショー。ワクワクしながら眺めておりました。
 ( 英　貴子 )
謝さん、頑張ってください。 ( 平野洋一 )
 各　君

本日はお世話になります。 ( 京都洛中 RC/ 本多保博様 )
本多様、ようこそ福井ロータリークラブへ。楽しんでください。
 ( 渡邉義信 )
野球同好会、3年ぶり開催のガバナー杯野球大会出場、初戦
勝利です。次戦は明後日12日です。応援お願いします。
 ( 後藤正邦 )
瀬越智和
【皆出席御祝】野村直之
皆出席御祝 / 清水パスト会長のご指導を何とかモノにしたいで
す。 ( 伊井彌州雄 )
在籍御祝 / あっという間の 10 年でした。この間に 3人の孫を
授かりました。 ( 片山　元 )
【誕生日御祝】奥村隆司・瀬越智和・谷﨑由美子
誕生日御祝 / 本日75 歳になりました。成熟してしまいました。
 ( 片岡正明 )
【配偶者誕生日御祝】荻原昭人・片岡正明・白江文夫・藤井健夫・
鷲田泰紀
配偶者誕生日御祝 / 一昨日ホノルルより家内と帰国しました。
滞在も出入国も問題なかったです。 ( 木村憲一 )
配偶者誕生日御祝 / この度、息子が大願寺に高度不妊治療と
更年期治療を専門とするクリニックを開業しました。よろしくお
願いします。 ( 山本　宝 )
【結婚記念日御祝】市橋信孝・今村善孝・中広　久・
南　宏季
結婚記念日御祝 / いつの間にか 25 年経ちました。妻に感謝。
 ( 嘉屋次郎 )
結婚記念日御祝 / いつもありがとう。 ( 専田武志 )
結婚記念日御祝/ 家庭円満、頑張ります。ありがとうございます。
 ( 髙橋宏幸 )
結婚記念日御祝 / ありがとうございます。 ( 長谷川智洋 )
結婚記念日御祝 / まだ、夫婦円満でやってます。 ( 林　洋三 )

結婚記念日御祝 / 「気がつけば 33 年。これからもよろしく」と
妻へ。 ( 吉岡正盛 )
 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
■ ゲスト卓話
  ( 丸岡 RUCK  田中  悦博監督 )

■11月24日(木) 
   ゲスト卓話
   (丸岡RUCK  田中  悦博監督)
■12月  1日(木)  
  栄誉行事/
  会員卓話(辻橋 清和会員)
■12月  8日(木)  
  年次総会 / クラブフォーラム
■12月15日(木)  
  クリスマス家族会(夜間例会)
■12月22日(木) 
   会員卓話(岩見 祐樹会員)

12 時 30 分 開会点鐘　
 会長挨拶
 委員会報告・幹事報告・その他
 講演 / 株式会社 福井銀行　長谷川 英一頭取
13 時 00 分 閉会点鐘
13 時 00 分～ 施設見学

今後の予定

2022年11月24日(木)
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2022年11月17日　第3513回本日の例会

　想像力を発揮しよう！

　11 月 8日 ( 火 ) は 442 年ぶりに皆既月食・惑星食（天王星食）でした。ちなみに国立天文台によると、日
本で皆既月食と天王星食が重なるのは過去 5000 年間で一度もなく、極めてまれな現象ということです。赤
銅色の月や月が天王星を隠す瞬間を興味深く眺めた人も多かったと思います。そこで前回がどのようであっ

たかを調べてみると、前回の惑星は土星であったようです。時代は安土桃山時代。当時活躍していた武将達、特に織田信長、
豊臣秀吉 ( 当時は羽柴秀吉 )、徳川家康も夜空を見上げて、神秘的な天体ショーを興味深く眺めていたことでしょう。ここで特
にその 3人の武将達がどのようにその天体ショーを捉えていたのか想像してみたいと思います。私が想像するに、月が赤銅色
に変わるなど、誰も見たことがない現象が起こったわけですから、普通に考えれば不吉の前触れなどと捉えられ、世の中は大
騒ぎになったと思います。ただ、織田信長のことですから、おそらく彼はそのような声には耳を貸さず一蹴し、自分の信念に
基づいて行動したのではないかと思います。次に豊臣秀吉は、この不思議な現象を、何か得になることに結びつけようと知恵
を働かせたのではないかと思います。例えば天のお告げということで民をまとめるとか、戦において味方をを鼓舞するとかの
口実に使ったかもしれません。最後に徳川家康は、噂などに右往左往せず、じっくり情勢を見極め、落ち着いて行動したので
はないかと思います。このように過去の人になりきり、事実をどのように捉えて行動したかを想像するととても面白いですね。
　さて、現代は過去のどの時代と比較しても、全く想定外のことや危機的なことが数多く起こる世の中になりました。その事
実に対して人はどう行動すればいいのか？その答えは、「いかに想像力を働かせ、その事実をどのように捉えるのか」がポイ
ントです。捉え方次第で、次の未来が変わってきます。人は意識しなければネガティブ思考になります。これは「自分命を守
るため」のごく自然なことだからです。つまり、意識してポジティブに考えないとポジティブ行動にはならないということ。
ではポジティブに考えるためには、眼前に起こった事実に対して「想像力」を働かせ、捉え方を変え、ポジティブを生み出す
必要があります。変化の激しい時代だからこそ、困難な問いに対して人間が持ちうる「想像力」を発揮して事実に対しての捉
え方を変え、最適な答えを導き出しましょう！

2022-23 年度  会 長

荻原  昭人

11月は「ロータリー財団月間」です。 － 私たちの財団が、世界のみんなに感謝される奉仕活動に 。  －

　本日例会終了後に理事会を行います。
対象の理事役員の皆様はよろしくお願いい
たします。

幹 事　中広　久

幹事報告

会長挨拶

委員会報告

職場訪問　( 訪問先：株式会社 福井銀行 本店 )

　先ほど職業奉仕委員長からもありました
が、12 月 4日の RLI 研修の締め切りが近づ
いておりますので参加される方はお申し込
みをお願いいたします。

　さて、福井ロータリークラブを社交クラブと勘違いしてい
る会員さんがおられます。ロータリーの友にもあります通り、
ロータリーの目的の一つは、知り合いを広めることによって
奉仕の機会とすることとあります。私たちは高い会費を払っ
て学んでおります。私自身も 30 年間在籍しておりますと、
約 1千万円投じた形になります。ロータリーの会員には 3タ
イプあります。1つ目はスリーピング会員。七夕会とも言わ
れますが年に一回出てくるか出てこないかです。2つ目に福
井クラブの中だけでの活動をする会員さんです。3番目に県
外、地区内の会員さんと交流をしている方です。同じ会費で
これだけ違いがあります。IM、地区大会は地区内の皆さんと
交流する機会を与えています。RLI 研修会は毎回約 80 名の
方がお集まりになります。最近 zoomでもやっていますが、
やはりリアルが 1番効果的だと思っています。理事、役員さ
んから意識を高めて取り組みましょう。先月行われた IMも
会長を始め、多くの理事、役員の方がご欠席でした。県内を
先導するクラブとして大いに反省しなければなりません。春
の地区大会には半数以上のご参加を期待したいと思います。

地区 RLI 委員会　須賀原  和広 委員

　本日は 2点お知らせがあります。
　1つ目は地区の RLI 研修会について 10 月
6日の会報でお知らせさせていただきまし
たが、12 月 4日京都で行われます RLI 研修

の最終締め切りが近づいております。地区の RLI 研修は次世
代を担うリーダーのための大切な研修です。次回は来年 1
月 29 日に京都の会場または Zoomで行われますので、改め
てご案内いたします。
　2つ目は次週 11 月 17 日は福井銀行さんでの職場訪問例
会となっております。現地集合につきよろしくお願いいた
します。12 時受付開始、例会は通常通り 12 時半開始となっ
ております。事前の食事はできません。
　また今回は 90 名近い多数の参加となり、グループ分けを
して福井銀行さんにご案内をしていただきます。前の席か
らご案内いたしますので、お急ぎの方は前席にお座り下さ
いますようにお願いいたします。
敷地内 16 台の駐車場はお客様のみのご利用となっておりま
す。会員の皆様は近隣駐車場をご利用していただきますよ
うお願いいたします。

職業奉仕委員会　山岸  靖夫 委員長



2022 学年度　米山奨学生　謝  
燕琴さんに荻原  昭人会長より
奨学金の授与がされました。

京都洛中 RC
本多  保博 様

● 現在会員 142名
● 出席者 89名
● 欠席者 44名
● 出席免除者欠席 9名
● 今回例会出席率 66.9％

● メークアップ 25名
● 欠席者 27名
● 修正出席率 80.0％

 10 月 13 日 ●メークアップ　　　宮﨑茂和(9/9 公財R日本財団 理事会)、
伊藤仁一郎(10/2 地区 青少年交換プログラム派遣予定学生選
考会、10/16地区青少年交換委員会)、渡邉義信(10/25 
2022-23年度 地区 第４回会員増強・拡大委員会)、須賀原和
広・横山強志(11/12 福井東RC)、西澤雄三(11/12 福井北)
 各  君

 2022 年 11 月 10 日　　第 3512 回　

米山奨学金　授与

【次年度 2023-2024 年度  理事選考･選任について】

ビジター紹介

クラブフォーラム ( ロータリー財団委員会 )

例会報告

栄誉行事

2022 学年度　米山奨学生
謝　燕琴さん

皆出席御祝 配偶者誕生日御祝在籍御祝

誕生日御祝 結婚記念日御祝

野村 直之会員 (10 年 )
伊井 彌州雄会員 (8 年 )

片山　元会員 (10 年 )
畑下 徳洋会員 (10 年 )

荒本 秀一会員、瀬越 智和会員、佐々木 知也会員
片岡 正明会員、田中 秀也会員、西岡 宏二郎会員
辻 恵利会員子、谷﨑 由美子会員

坂本 安夫会員、田中 秀也会員、髙橋 宏幸会員、野尻 章博会員
嘉屋 次郎会員、吉岡 正盛会員、岡田　章会員、長谷川 智洋会員
南　宏季会員、市橋 信孝会員、今村 善孝会員、中広　久会員
畑下 徳洋会員、梅井 啓介会員、岩下 春幸会員、林　洋三会員
中山 浩行会員、酒井　孝会員、専田 武志会員

柳町 剛弘会員、荻原 昭人会員、林　正岳会員、片岡 正明会員
藤井 健夫会員、山本　宝会員、鷲田 泰紀会員、木村 憲一会員
藤田 清彦会員、岩下 春幸会員、白江 文夫会員、開発　毅会員

地区ロータリー財団資金推進委員会　野村  直之 委員長

演  題　「ポリオ根絶に向けて」　
　　　　　　～ ロータリーの最優先プロジェクト ～

１　地区・ロータリー財団資金推進委員会の紹介　
　 私は、数年前から標記委員会の委員に選任され、微力ながら活動してきましたが、本年 7月から始まる 2022 ～ 23 年度
　の委員長に新たに選任されました。
　 当委員会の主な活動は次のとおりです。
　　(1) 財団寄付の地区目標（年間 180 ドル／人）に未達のクラブを訪問して、寄付の増進による地区目標の達成をお願い
 するとともに、目標を達成出来ない当該クラブの原因の解決のための相談や寄付増進のためのノウハウ等について
 伝授することです。2020 ～ 21 年度の寄付目標未達クラブが福井県内では 6クラブありましたので、本年 5月には、
 私は 3クラブの訪問を行いました。
　　(2)　2650 地区では、ロータリー財団への寄付の推進活動として、地区内全クラブの担当者に参加を求めて、
　　　　 ①　財団セミナー（8月）　　②　財団補助金管理セミナー（1月）　
 を開催しており、当委員会も各セミナーに主催者側として関与し、ロ－タリ－財団の仕組みや活動の紹介と併せてセ
 ミナーの設営を行っています。
２　卓話のテーマ
　 そこで本日は、ロ－タリ－財団月間にちなみ卓話の機会を与えられましたので、財団資金推進委員会の第一の使命である
　ロ－タリ－財団寄付の増進を目指した卓話を行うつもりでおりました。しかし、地区からの強い要請がありましたので、最
　後の仕上げの段階を迎えた「ポリオプラス」プログラムの現況について、地区から支給された動画を見ていただくことによ
　り、ロ－タリ－のポリオ根絶に対する熱い思いを理解していただき、会員のご理解とご支援をお願い致したく存じます。
　　本日の動画は、四国 4県を管轄する 2670 地区が作成の「世界の子どもたちをポリオから救う」の一部です。　
　　なお、当クラブの宮﨑パストガバナーは、過去何回もロ－タリアンとしてポリオのワクチン接種のために西太平洋の国々
　に実際に赴いて活動された経験をお持ちですので、後ほどポリオに対する思いを語っていただきます。
３　活動の概要　＜ロ－タリ－のポリオ根絶に向けた活動＞
 1979 年　　フィリピンでポリオの予防接種活動開始
 1985 年　　「ポリオプラス」プログラムを策定し、世界中の全ての児童にポリオの予防接種をすることを目標に掲げ、
  他の諸団体に先駆けて、率先して予防接種の活動資金を供与した。　　　　　　　　　　　　
 1988 年　　ポリオ根絶のための寄付、募金活動により 2億 4700 万ドルを達成。
 1994 年　　ポリオフリー宣言（米大陸）
 2002 年　　ポリオフリー宣言（ヨーロッパ大陸）
 2007 年　　RI 規定審議会
　　　　　　　　　「ポリオ根絶がロータリーの最優先プロジェクト」と確認
 2008 年　　ビルゲイツ財団　1億ドルを寄付。以後、現在に至るまでポリオ基金に対し、巨額の寄付を継続中
 2012 年　　ポリオ常在国から除外（インド）　　　　　　　　　　　　　
 2014 年　　ポリオフリー宣言（東南アジア）
 2020 年　　野生型ポリオウイルス根絶宣言（アフリカ）
４　成果と目標　＜　成　果　＞
 1988 年　125 か国　35 万件超のポリオ発症が見られたが、「ポリオプラス」プログラムの実行により、25 億人以上の子
　どもに予防接種が実施され、発症率も 99．9％減少
　 2021 年 10 月　世界ポリオデー
　　　世界の保健分野の専門家が「ポリオをなくす」ことがそこまで来ていると発表
　＜2026 年までの達成目標＞
　　●野生型ポリオウイルスの常在国（パキスタン、アフガニスタン）での根絶と伝染阻止
　　●伝幡型ワクチン由来ポリオウイルスの発生阻止
５　何故、今、ポリオ根絶が必要か？
　　この機会に地球上からポリオウイルスを根絶してしまわないと、ポリオウイルスが何年か後に再び活動範囲を拡げて大発
　症し、世界の多くの児童が不治の病であるポリオに罹患し、悲惨な一生をおくることになりかねない。ワクチン未接種の 5
　才以下の子どもが世界には 1250 万人以上存在しており、この子どもたちへのワクチン接種を早急に実現することが是非と
　も必要です。

宮﨑  茂和 パストガバナー

　本日は、次年度の 2023-2024 年度　福井
ロータリークラブ理事の選考、及び選任に
つきまして、本日の例会にて会員皆様に公

表致します。
　福井ロータリークラブ細則第 3条第 1節、及び第 2節「理
事及び役員の選挙」に則り、役員を選挙すべき会合の 1ヶ月
前の例会において、会長は会員に対して、既に決定されてい
る次期会長、次期幹事、次期直前会長を除き、次々期会長 1
名を含む理事 11 名以内ならびに監事 2名を年次総会におい
て選出するとなっております。指名委員会により選考すべき
か、または会員の投票による選挙すべきかを決定する事を求
めなければならない、と細則に明記されております。つきま
しては、例年通り、指名委員会により選考したいと思います
が宜しいでしょうか？
　同意される会員は拍手をお願い致します。　

　拍手多数という事で、指名委員会を立ち上げまして選考に
入らせて頂きます。
　
　早速、11 月 24 日 11 時 30 分～　第一回指名委員会を開催
致します。
　私を指名委員会の委員長とし、吉田副会長、及び三代前に
遡る元会長（林パスト会長、清水パスト会長、山内パスト会
長）の計 5名によって構成し、次年度理事候補者 11 名以内
ならびに監事 2名を決定致します。但し、細則第 3条第 2節
によって欠員のある場合は順次さかのぼる会長によって構成
された指名委員会にて決定致します。
指名委員会の結果は、12/8( 木）例会内で行われる年次総会
にて会員皆様に報告し、候補者が当選されたものと宣言され
ます。指名委員会が選考、及び選任する 2023-2024 年度理事
は、次々期会長 ( 次年度副会長 )、会計、会場監督、クラブ
奉仕担当理事、職業奉仕担当理事、社会奉仕担当理事、国際
奉仕担当理事、青少年奉仕担当理事、ロータリー財団理事、
監事　の計 11 名を予定しております。以上、年次総会での
会員公表まで準備を進めて参りますので、ご承諾の程、どう
ぞ宜しくお願い致します。

荻原  昭人会長

　皆さんこんにちは。ポリオプラスの活動は 1985 年に国際ロータリーとロータリー財団が人道的プログラム
の 1つとして開始しました。世界からポリオ撲滅しようと言うキャッチフレーズで世界中の人々に根絶を約
束したのです。そしてロータリーがポリオに対して基金を作り公表しました。しかしこの 10 年ぐらいはあま

りポリオプラスと言う言葉を耳にしなくなったと思います。
　ポリオと言うのは子供の小児麻痺をきたす疾患です。経口感染により広まります。天然痘はワクチンと言う人間の力で根絶
した病気です。ポリオも 2例目の根絶を目指しロータリーが取り組んでいます。パキスタンは現在感染がゼロになり、撲滅間
近です。3年経たないと撲滅が認められませんので今はその期間です。今年の 9月に撲滅したはずのニューヨークでポリオの
再発があり、会長が非常事態宣言を出されました。現在も非常事態の宣言中であります。私たちの地区も1995年から東南アジア、
ミャンマー、中国で毎年ワクチンの活動をやってきました。私もおそらく 5、6回は行っていると思います。毎年 10 月 24 日
の世界ポリオデイに募金の活動もしています。
　最近ではクラブの中でポリオに対する意識が希薄になってきています。ロータリーが世界に約束をしたことなので、皆さん
もそのような意識でよろしくお願いします。私が実際に活動に行って来たときのお話は、来年の例会にて色々とお話をしたい
と思っています。楽しみにしていて下さい。
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