
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

 12月 1日分 累　計 目   標 

ニコニコ箱 56,000円 1,278,000円 3,000,000円

米山奨学金 19,000円 1,259,000円 2,544,000円

ロータリー財団 15,000円 2,205,060円 3,880,000円

ありがとうございました。

荻原昭人・渡邉義信
わずかでも世界の役に立ちますように。 ( 出雲路康照 )
約 25 年前の上司であった辻橋さんの卓話、何だか私が緊張し
てしまいました。 ( 城戸利枝 )
サッカーワールドカップ日本代表チームの鮮やかな再生を願っ
て。辻橋会員、卓話楽しみです。 ( 野村直之 )
今日も何とか Rotaryです。 ( 宮﨑茂和 )
辻橋さん、卓話ありがとうございます。 ( 村田長隆 )
 各　君

加藤幹夫・木瀬雅博
辻橋さん、すばらしい卓話でした。 ( 佐々木知也 )
英さんの目力に負けました。 ( 谷﨑由美子 )
英さんと同じテーブルになったので。 ( 長野　学 )
先日は福井銀行本店ビルにお越しいただきありがとうございま
した。 ( 長谷川英一 )
同じテーブルになった方々、ありがとうございました。
 ( 英　貴子 )
「強制です」と言われました。 ( 林　洋三 )
12月に入り、いよいよ冬本番です。寒さにまけぬよう。
 ( 吉岡正盛 )
 各　君

辻橋会員、卓話ありがとうございます。 ( 荻原昭人 )
寒くなりました。大雪にならない事を祈ります。 ( 竹生知子 )
本日は卓話の機会をいただき、ありがとうございました。
 ( 辻橋清和 )
金井伸一郎
【皆出席御祝】木瀬雅博・山内鴻之祐
【誕生日御祝】浮田愼太郎・佐々木知也・玉木　洋・細江　究・
 渡辺一史
【配偶者誕生日御祝】今村善孝・中島良成・長野　学・
 村中洋祐
【結婚記念日御祝】坂本安夫・森川圭造
結婚記念日御祝/ 本日は映画の日で、私たちの結婚記念日です。
感謝。 ( 伊井彌州雄 )
結婚記念日御祝 / 福井ロータリーの皆さまに感謝申し上げま
す。 ( 澤田悟恵 )
結婚記念日御祝 / 結婚２２周年です。初めての単身赴任生活
で妻のありがたみが分かりました。 ( 島田康隆 )
 各　君

■ 登録受付 ： 18時00分
■ 開会点鐘 ： 18時30分
■ 閉会点鐘 ： 20時00分

■ 会場：ザ・グランユアーズフクイ
■ クリスマス家族会 ( 夜間例会 )

■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月29日(木)  
  休　会
■ 1月   5日(木) 
    栄誉行事/
   会員卓話(初瀬川  達郎会員)

12 時 30 分 開会点鐘　
 会長挨拶
 米山奨学金授与 ( 謝　燕琴さん )
 年次総会
 委員会報告・幹事報告・その他
 クラブフォーラム /
  卓話「ロータリー研究会に出席して」
   ( 地区グローバル補助金委員会 城戸  利枝 委員 )
13 時 20 分 閉会点鐘

今後の予定

2022年12月 15日(木)

■ 12 月 21 日 ( 水 ) 福井北 12：00 ～ 12：30
  ザ・グランユアーズフクイ　1F
   大手町カフェ前
■ 1 月 25 日 ( 水 ) 福井北 12：00 ～ 12：30
  ザ・グランユアーズフクイ　1F
    大手町カフェ前
■ 2 月 22 日 ( 水 ) 福井北 12：00 ～ 12：30
  ザ・グランユアーズフクイ　1F
    大手町カフェ前
※ビジター受付 ( サインメークアップ ) は、コロナ感染状況
によっては、無しとなる場合がございます。
※サインメークアップ有無、各ロータリークラブへのビジ
ター受付の有無に関しましては、事務局までお問い合わせい
ただきますようお願い申し上げます。

事務所　〒910-0006 福井県福井市中央1丁目３番１号加藤ビル５階  TEL：0776-25-0633　FAX：0776-24-8622
例会場　ザ・グランユアーズフクイ３Ｆ　TEL：0776-24-3200                       例会  毎週木曜日12：30 ～ 13：30
クラブ会報委員会　委員長：山野井  秀一　副委員長：櫻田  貴美子
　　　　　　　　　委員：小谷  哲治・中島  良成・藤田  清彦・竹村  浩和・長野　学・金井  伸一郎・辻橋  清和・西岡  宏二郎・木村  佳美
ソングリーダー♪   ： 野尻  章博 　　　サブリーダー♪ ： 長谷  美左子・木瀬  雅博・谷﨑  由美子・英  貴子・櫻田  貴美子・木村  佳美
ホームページ    http://www.fukui-rotary.com/    E-mail info@fukui-rotary.com
創立　1950年（昭和25年）10月15日　RI承認　1950年（昭和25年）12月4日（承認   № 7647） 
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2022年12月8日　第3516回本日の例会

　今日のテーマは「国旗・国歌の意味の復習と持続可能なロータリーを考える」です。
　本日は第一例会で、国旗・国歌を斉唱しました。今一度、国旗・国歌の意味について復習したいと思います。
日本国旗の正式名称は「日章旗」。赤と白の意味は、太陽を赤いまるで、博愛と活力、そして白は神聖と純
潔を表しています。つまり、日本民族は大自然の恵みに感謝し、博愛と活力、神聖と純潔の心を持った民族
であってほしいという「念い」が込められています。国旗・国歌の意味を確実に記憶しておきましょう。

　さて、先週は TEAMの話をしましたが、もう一度復習しましょう。
　TEAM＝チームの語源は、Together Everyone Achievement More　この頭文字をとって TEAMと言われています。
　Together      　一緒に
　Everyone        みんなで
　Achievement     達成する
　More           より多く　　　つまり、日本語訳は「みんなで、一緒に、より多くのことを、達成する」でした。
　さて今日は究極のチームワークの例を動画でお示しします。それは世界最高峰の自動車レース F1 の
レーシングチーム　フェラーリのピットクルー達の働きです。
　いかがでしたか。F1 といえば、0.00 秒の世界。マシンの性能やドライバーの運転技術はもちろんのこと、ピットクルー達
の作業も大きく影響します。ピットクルー達の目的はいかに速く、いかに正確に行い、タイムロスをなくすかどうかです。見
ていただいた映像からわかるように、準備からチームワークの良さが明確にわかると思います。
　さて、福井ロータリーも一つのチームです。今年度のテーマは持続可能なロータリー。そのためのキーワードはジェニファー
RI 会長が方針として出している、DEI。ダイバーシティ（多様性）・エクイティ（公平性）・インクルージョン（包括）
　今後、時代が急速に変り、福井ロータリーにおいても価値観や立場の違い、環境の違いなど様々な状況が生まれる中で、持
続可能な組織を作るために、格式と伝統の良い部分を残しつつ、「べき論」や「ねばならない論」を見直し、時代とメンバー
の状況に応じた運営ができるように変化していくことが大切です。今年度は次世代まで繋げるためにどうしたらよいかを、人
ごとではなく、自分事として捉え、ともに考えていきましょう。
　最後に、明日の早朝にはサッカーワールドカップカタール大会日本対スペインが行われます。一丸となって戦う選手達を、
我々も Teamの一員として応援し、ドイツ戦に続くMiracle を起こしましょう！
　Together Everyone Achievement Miracle ！

2022-23 年度  会 長

荻原  昭人

12月は「疾病予防と治癒月間」です。 － 健康に感謝。医療支援の輪が広がる命と心をつなぐロータリー活動 。  －

①　本日例会終了後理事会を行います。
　参加される理事役員の皆様は、速やかに
会場へ移動をお願いいたします。

②　次週例会は年次総会となります。
　次年度役員の紹介等ありますので、ぜひともご参加の方
よろしくお願いいたします。
　また第 3週の例会はクリスマス家族例会となっておりま
すので、ぜひご参加の方よろしくお願いいたします。

　《日も風も星も》

　さわやかな朝だ

　われわれはロータリアン

　いつもほほえみ　いつも元気で

　　さあ　出かけよう

　日も風も星も

　ラララ光るよ

幹 事　中広　久

幹事報告

♪ロータリーソング♪

会長挨拶



● 現在会員 142名
● 出席者 84名
● 欠席者 47名
● 出席免除者欠席 11名
● 今回例会出席率 64.1％

● メークアップ 23名
● 欠席者 26名
● 修正出席率 81.2％

 11 月 10 日 ●メークアップ　　　城戸利枝(11/30  地区2022-23 第2回 グ
ローバル補助金委員会)、市橋信孝(11/30 福井北)、髙橋宏幸
(11 /30福井RAC )、須賀原和広、伊藤仁一郎(12 /4地区  
2022-23年度 RLI パートⅡ)、村田良昭(12/4 2022-23年度 ロー
ターアクト委員長会議) 各  君

 2022 年 12 月 1 日　　第 3515 回　

皆出席御祝 配偶者誕生日御祝

誕生日御祝 結婚記念日御祝

山内 鴻之祐会員 (27 年 )
木瀬 雅博会員 (11 年 )

今村 善孝会員・山本 晃司会員・中島 良成会員
田中 秀也会員・初瀬川 達郎会員・瀬越 智和会員
長野　学会員・村中 洋祐会員

伊井 彌州雄会員・岩見 祐樹会員・奥村 隆司会員
島田 康隆会員・森川 圭会員・澤田 悟恵会員

村井　勝会員・渡辺 一史会員・横山 強志会員
村田 良昭会員・林　正岳会員・玉木　洋会員
細江　究会員

栄誉行事

会員卓話
辻橋  清和 会員

　皆様、改めましてこんにちは。
　私は、FBC 福井放送の辻橋 清和と申しま
す。本日は、貴重なお時間を頂きありがと

うございます。簡単な自己紹介と改めて会社の紹介をさせて
頂きます。
●自己紹介
　1966 年 10 月 4 日に旧金津町熊坂で生まれ、今年で 56 歳
になりました。小学校、中学校は地元の学校に通い、高校か
ら福井に出て北陸高校に入学いたしました。高校では、この
ロータリーの荻原会長、中広幹事、伊藤さん、角谷さんとも
同級生でロータリーに入ってからも親しくさせてもらってい
ます。

　今、まさにワールドカップで盛り上がっていますが、小中
とサッカーに夢中でした。高校ではクラブ活動が出来ず、大
学に入学してから体育会で念願のサッカーに 4 年間没頭する
事になりますが、残念ながらレギュラーを獲得できず、夜の
得点王、宴会部長としては活躍いたしました。
　卒業後、ご縁を頂いて福井放送に入社し 30 代半ばまで東
京でその後は福井で営業をしております。バブル時代の東京
にはきれいな女性がたくさんいましたが他には目もくれず、
中学時代のクラスメイトと 25 歳で結婚し 2 人の娘に恵まれ
ました。
　さて、自己紹介はこれぐらいにさせて頂いてここからは会
社の説明をさせて頂きます。
　まずは経営理念ですが「地域に親しまれ信頼される放送局
としてこころ豊かな福井の実現に貢献する」です。

　ご存じでない方もいらっしゃるかと思いますが、放送は国
の免許事業となっております。電波を出すために必要なハー
ド部分に関しては「電波法」番組などのソフト部分に関して
は「放送法」に基づいて成り立っています。
　また、放送業界、放送局として放送基準を持ち間違った情
報等が流れない様自主規制を別に持っています。
　ところで、FBC ってなんの略称かご存じでしょうか。
「フクイ　ブロードキャスティング　コーポレーション」の略
称です。
　FBC のキャラクターの名前はご存じでしょうか。
正解は「ピントン」です。
　名前の由来はご存じでしょうか。
ピントを合わせた情報を流していく事からこの名前にしまし
た。ピンクの豚でピントンではありません。豚じゃないなら
何なんやという方もいらっしゃるかとは思いますがピントン
という動物です。家族もおります。ちなみにこのピントンに
隠れているアルファベットがある事は知っていますか。頭、鼻、
口で FBC となっています。
　FBC は今から 70 年前の 1952 年 7月に全国で 15 番目の
ラジオ放送局として産声をあげました。ちょっとトリビアな
話になりますが、放送局は無線なので必ずコールサインとい
うものがあります。FBC のコールサインは JOPR です。
JOAR、BR、CR・・・というようにアルファベット順に免許
の交付がありました。アルファベット順では 16 番目ですが
開局は 15 番目ということになります。ちなみにお隣の石川
県の放送局 MRO さんはこのコールサインの MR からきてお
ります。この当時 FBC はラジオ福井として牧の島今の松原病
院の前にありました。その後駅前の放送会館、板垣、そして
現在の大和田に引っ越しました。
　今年は創立 70 周年という事で「しあわせにしますから　
あなたにピッタリ 70 年」のキャッチフレーズでキャンペー
ンを行っています。「幸せは歩いてこないだから歩いていくん
だよ」という歌詞もありましたが県民の皆様が少しでも幸せ
になるように自らがという強い気持ちを込めさせていただき
ました。8 年後の 1960 年 6 月にテレビの放送を開始いたし
ました。
　ラジオは AM が嶺北 864KHz、嶺南 1557 KHz　FM が嶺北
94.6MHz、嶺南 93.6 MHz で AM、FM 両方で現在はお届けし
ております。テレビは 7ch でお届けしております。
　FBC は主に日本テレビとテレビ朝日の番組、ニュースを放
送するクロスネット局です。県域での免許ですので各地域で
チャンネルは違っています。キー局を中心に系列を持って放
送しています。
　FBC が制作する代表的な番組としましてはテレビは「おじゃ
まっテレ」「ふれあい若狭」などがあり、ラジオでは「良ーい
ドン」「午後はとことんよろず屋ラジオ」などがあります。
　次に会社組織について簡単に説明いたします。
組織としましては 3 本部に分かれております。報道、制作な
どの放送本部、営業、企画、事業などの営業本部、そして総務、
人事、経理などの総合戦略本部にわかれています。
　ところで、皆さん視聴率調査ってご存じですか。
　福井でもビデオリサーチ社が視聴率調査を行っています。
視聴率には世帯視聴率と個人視聴率があります。世帯視聴率
はテレビ所有世帯の中でどれくらいの世帯がテレビをつけて
いたかを示す割合です。個人視聴率は世帯内 4 歳以上の家族
全員の中で誰がどれくらいテレビを視聴したかを示す割合で
す。よく番組などで紹介している視聴率は世帯視聴率であま
り個人視聴率は紹介しておりません。福井地区でも昨年の 10
月から毎日この世帯・個人視聴率を調査する事になりました。

　視聴率計算方法は、仮に例えば5世帯14人を調査した場合、
5 世帯の内 4 世帯（グレー）がテレビを視聴していた場合は
4世帯÷5世帯で 80%の世帯視聴率となります。
14 人の内 6人（ブルー）がテレビを視聴していた場合は
6人÷14 人で 42.9%が個人視聴率となります。
　それでは先日放送されたワールドカップサッカー NHK でし
たが、すでに東京の視聴率は発表されていますが日本対ドイ
ツ戦の福井地区の視聴率は何％だったのでしょうか？
福井地区の視聴率は 37.0%、関東地区では 35.3%でした。
　師走に入り恒例の NHK 紅白歌合戦の昨年の視聴率は、福井
地区では一部 46.8%、二部 47.9% でした。関東地区では一部
31.5%、二部 34.3% でした。NHK の視聴率ばかりの話では久
代（くしろ）さんに怒られますので FBC の視聴率の話をさせ
て頂きます。
　まずはお正月の恒例の箱根駅伝の視聴率は、福井地区では
往路 29.3%、復路 31.7%、関東地区では 26.2%、28.4%でした。
次に 24 時間テレビ今年の視聴率は福井地区では番組平均
21.9%、マラソンのゴールシーンの時間帯では 35.0%、
関東地区では番組平均 13.8%、マラソンのゴールシーンの時
間帯では 22.2% でした。全国的にみて福井地区はテレビの視
聴率は平均して高く、より多くの方がテレビを見ている傾向
となっております。
今年の 1 月 1 日から 10 月 31 日までの高視聴率ランキングで
す。見て頂いた通りですが高校野球を筆頭に 30% 以上の番組
ばかりです。
　また、このコロナ禍により皆さんの帰宅時間が早くなり夕
方のワイドニュース番組「おじゃまっテレ」の 2 月 18 日の
視聴率が驚異の 33.1% となっており、番組最高視聴率を記録
しました。
手前みそになりますが FBC テレビの視聴率は年度・年間でど
の時間帯の平均視聴率も 11 月終了時点で他社を大きく引き
離し№１となっております。ありがとうございます。
　最後に事業イベント部門です。コロナ禍で実施できず 3 年
ぶりの開催となりました。
　FBC リレーマラソン、24 時関テレビ、日本全国グルメ博な
どを実施しております。
　福井でこれからも暮らし、受け継いでいきたい街とするた
めに自然保護から文化の継承まで福井の環境を改善するため
の「ずーっと福井で」キャンペーン福井県の将来のために各
分野で活動し、目覚ましい活躍や実績を上げた皆さんの更な
る発展を期待して応援する「FBC かがやき基金」なども実施
しております。
　さて、ラジオ・テレビなどを取り巻く環境が大きく変化し
てきております。インターネットや SNS の普及、コンテンツ
の多様化、若者のラジオ・テレビ離れ、視聴方法の変化など
大きく変わりました。
　今後 FBC はラジコ、FBC アプリなど放送と通信の融合に対
応し、新技術の活用と新たな価値の創造をし、放送局から総
合メディアに進化していきます。
　FBC は「放送から双方向のメディアへと進化」「地域№１の
メディアへ、さらなる地域の発展も目指して」参ります。
ご清聴ありがとうございました。

委員会報告

　地区国際交流委員会の平野さんがご欠席
なので、代理でご案内させていただきます。
　2023 年 5 月 27 日から 31 日までメルボ

ルンで国際大会が開催されます。締め切りが12月15日まで、
参加登録料は 62,000 円です。参加される方は事務局の吉川

さんまでご連絡下さい。シドニーの南部にあるメルボルンで
すが、世界で最も住みやすい都市として4年連続で1位となっ
ております美しい都市です。尾賀ガバナーが地区で 100 名の
参加者を募っておりますので、福井からも 5 名ほどは参加を
いただきたいと思っております。現在のところ 3 名の方が参
加されると伺っております。締切は 12 月 15 日までですので
ぜひご参加の方よろしくお願いいたします。

国際奉仕担当　城戸  利枝 理事
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