
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 22日分 累　計 目   標 

ニコニコ箱 37,000円 1,445,000円 3,000,000円

米山奨学金 16,000円 1,310,000円 2,544,000円

ロータリー財団 20,000円 2,264,060円 3,880,000円

ありがとうございました。

伊藤仁一郎・山岸恒一
わずかでも世界の役に立ちますように。 ( 出雲路康照 )
岩見さん、ありがとうございました。 ( 辻橋清和 )
今年一年の皆様からのロータリー財団へのご寄付に感謝して。
 ( 野村直之 )
岩見さん、卓話ありがとうございました。 ( 増田喜一郎 )
 各　君

荻原昭人・伊藤仁一郎・細江　究
三浦さん、ロータリーボーイは永遠に不滅です。ありがとうご
ざいました。 ( 清水則明 )
 各　君

岩見さん、卓話をありがとうございます。 ( 荻原昭人 )
岩見さん、卓話ありがとうございます。 ( 伊藤仁一郎 )
岩見さん、卓話ありがとうございました。 ( 今村善孝 )
岩見さん、卓話ありがとうございました。また、いつも弊社の
工事を請負っていただきありがとうございます。これからも
win-winで頑張りましょう。 ( 上田祐広 )
岩見さん、卓話お疲れ様です。 ( 瀬越智和 )
本当に楽しい日々をありがとうございました。ロータリーボー
イは永遠です。 ( 三浦博樹 )
三浦さん、さみしくなります。今後益々のご活躍をお祈り申し
上げます。 ( 田中秀也 )
三浦様、ご栄転されるようで大変さみしくなりますが、新天地
でも頑張ってください。荻原会長、福井神社のお話していただ
きありがとうございます。福井神社は歴代熊谷組が主としてお
守りさせていただいております。 ( 西澤雄三 )
三浦さん、お元気で。 ( 平野洋一 )
三浦会員、お疲れ様でした。岩見会員、卓話ありがとうござい
ました。 ( 森川圭造 )
福井ロータリークラブの皆様、今年も大変お世話になり誠にあ
りがとうございました。三浦さん、ロータリーボーイは永遠に
不滅です。お世話になり、ありがとうございました。相方より
心を込めて。 ( 渡辺一史 )
本日は貴重な卓話の機会をありがとうございました。
 ( 岩見祐樹 )
渡辺さん、クリスマスの写真ありがとうございます。(石橋正人 )
入会させていただいてから3ケ月。感謝を込めて。(久代雄一郎)
戦争をしない平和な世界を。皆さま良いお年をお迎えください。
 ( 清水慶造 )
今年最後の出席になります。1年間ありがとうございました。
 ( 鈴木進治 )
【結婚記念日御祝】梅井啓介
 各　君

■ 登録受付 ： 17時30分
■ 開会点鐘 ： 18時00分
■ 閉会点鐘 ： 20時00分

■ 会場：開花亭
■ 新年例会

■  1月12日(木)  
   新年会(夜間例会)　
    会場：開花亭
■ 1月19日(木)  
  クラブ協議会/
  上期事業実績・下期事業計画報告 
   (五大奉仕担当理事・
    R財団担当理事・会計)
■ 1月26日(木)  
 RLI委員会卓話
 (地区RLI委員会　須賀原和広委員)

12 時 30 分 開会点鐘
 会長挨拶
 米山奨学金授与 ( 謝　燕琴さん )
 栄誉行事
 皆出席御祝 /  須賀原 和広 (10 年 )、白江 文夫 (6 年 )
 在籍御祝 /  奥村 隆司 (15 年 )、齊藤 英夫 (15 年 )、中広  久 (15 年 )
 誕生日御祝 /  菅原 将高、初瀬川 達郎、坂本 安夫、木下 勝元、大森 正男、小野田 亮、
  渡邉 義信、野路 純平、石丸 敦士
 配偶者誕生日御祝 /  北島  恬、奥村 隆司、吉田 清二、齊藤 英夫、細江  究、髙橋 宏幸、
  渡辺 一史、片山  元、竹内 大介、酒井  孝
 結婚記念日御祝 /  山野井 秀一、竹澤 文孝
 委員会報告・幹事報告・その他
 会員卓話 ( 初瀬川 達郎会員 )
13 時 20 分　閉会点鐘

今後の予定

2023年1月 12日(木)

■ 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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2023年1月5日　第3519回本日の例会

　今日の会長挨拶は「お正月について」学びたいと思います。
お正月は意外と意味合いがわからず、ただ年始の休日として過ごしている方が多くなっています。そこで今
回は、お正月とそれに関連したことについて学びたいと思います。
　まずは、「お正月」というのはどんな意味合いのある行事でしょうか？
お正月は年神様をお迎えする行事です。では、年神様とはどんな神様なのでしょうか？年神様とは、元旦に
各家々に新年の幸せをもたらすために、高い山から降りてくる神様です。

　次に玄関先に飾る門松とはどのような意味があるのでしょうか？門松には年神様をお迎えする目印の働きがあります。家の
前に飾り、年神様をお迎えします。
　次にしめ縄にはどんな意味があるのでしょうか？しめ縄は、神様が降りた神聖な場所を示すものです。これが張ってあると
ころには、不浄のものや悪霊は入れないとされていて、一種の防御壁・魔除けの役割も果たしています。しめ縄飾りを玄関に
飾るのは、ここが歳神様を迎える家だということを表すためです。
　次に鏡餅にはどんな意味合いがあるのでしょうか？鏡餅は年神様が家に降りてきたときにいる拠り所、家みたいなものです。
そして三種の神器が基となり、橙は勾玉、餅は鏡、串柿は剣を表しています。橙には家が代々続いていきますように、餅を二
つ重ねるのは月と太陽、つまり一日を表し、幸福に年を重ねることができますように、串柿は、柿を「嘉来」と書き、「幸せがやっ
て来る」という意味や、「幸せを “かき ” 集める」という意味を持つこと、柿は長寿の木であることから、縁起の良いものとし
て飾られます。干し柿に、大きな種が一つ入っていることから、子宝に恵まれるという意味もあります。 いずれにしても、子
孫繁栄、健康長寿を表しています。（ただし、それぞれ諸説あり）
　次に初詣はなぜ行くのでしょうか？それは、氏神様（うじがみさま）に旧年の感謝を捧げるとともに、新年が良い年になる
ように願掛けを行うためです。ちなみに氏神様は、自分が住む地域を守ってくださっている神様のことです。
　さて、皆さんは初詣にそれぞれに詣でる神社があると思いますが、ここであまり多くの人には知られていない福井神社のこ
とについてもお伝えします。実は「福井神社ってすごいんです」。ご祭神は福井藩 16 代藩主の松平慶永公（春嶽）。1943 年に
総檜造りで建造。別格官幣社として位置づけられます。しかし 2年後の 1945 年、福井空襲で全焼。その後 1957 年に再建。
ちなみに別格官幣社とは明治に太政官布告により全国の神社が格付けされた時代があり、そのとき、福井神社は最後の別格官
幣社として格付けされました。格付けの分類は、官社（官幣社・国幣社・別格官幣社）諸社（府社・県社 ・郷社・村社・無格
社）。また、官幣社・国幣社には、それぞれ大・中・小と細かく分類されていました。なお、別格官幣社は官幣小社と同格と
位置づけられ、古来国家のために功労のあった人臣を祭神とする神社のために設けられたものです。（全国で 28 社）ですから、
福井神社は旧社各としては高い格付けにありました。福井県内の別格官幣社は他に藤島神社。官幣大社としては気比神宮、官
幣中社としては金ケ崎宮、国幣中社として若狭の彦神社、国幣小社として剣神社があります。（社格は戦後廃止）さらに福井
神社は2022年にDOCOMOMO JAPAN選定 日本におけるモダン・ムーブメントの建築（264件）の内の一つに認定されています。
ぜひ、初詣は福井神社にも参拝し、神明神社・佐佳枝廼社とともに三社参りで御利益をいただいてみてはいかがでしょうか？
良い年が送れること間違いなしです。最後に、福井ロータリーの会員の皆様にとって良い年を迎えられますことをお祈りして
会長挨拶を終わります。

2022-23 年度  会 長
荻原  昭人

報　告【キャリア教育講座 in 啓新高校】

1月は「職業奉仕月間」です。 － 良い世の中、幸せな生活に繋がる職業奉仕に感謝しよう。  －

会長挨拶

キャリア教育講座 in 啓新高校　開催 !! キャリア教育推進委員長　加藤  有司
　12 月 8日 ( 木 ) 福井ロータリークラブ主催キャリア教育 in 啓新高校を開催しました。対象は特進コース 1・2年生と参加企
業 15 社の皆様のご協力のもと開催し、今年でこの企画は 7回目となりました。
　目的は福井ロータリーの会員企業の方々が大学進学を目指す生徒達に、各企
業の仕事内容、やりがいを始め、高校時代に将来の進路をどのように決めたの
か、さらに失敗や挫折の経験談などを経営する立場の方々だけでなく、各企業・
団体の若手社員の皆さんから直接話をすることで、これからの進路選択に役立
ててもらうことです。コロナ禍の中でしたが、生徒達は人生の先輩から普段は
聞けない話を聞くことができ、今後の進路決定に向けて大いに参考になったよ
うです。参加していただいた会員様、関係の皆様方、お忙しい中、ありがとうございました。



● 現在会員 141名
● 出席者 85名
● 欠席者 47名
● 出席免除者欠席 9名
● 今回例会出席率 64.4％

● メークアップ 28名
● 欠席者 27名
● 修正出席率 80.6％

 12 月 1 日 ●メークアップ　　　宮﨑茂和(12/3 地区2022-23年度 第2回
諮問委員会 )、木村憲一(12/14 2022-23年度 第3回ロータリー
情報委員会)、野村直之(12/18 2022-23年度 第2回地区ロータ
リー財団合同委員会)、清水慶造、伊井彌州雄、竹生知子、上
田祐広、淡島智子、髙橋宏幸、野村直之、島田康隆、久代雄
一郎、市橋信孝、玉木  洋(12/21 福井北) 各  君

 2022 年 12 月 22 日　　第 3518 回　

三浦  博樹 会員

　皆さんこんにちは。福井に来まして３年
と９カ月。福井ロータリークラブの方では
約三年半お世話になりました。本当にあり

がとうございました。
　右も左もわからないこの福井の地で福井の地元の方々に非
常に支えて頂いて楽しく過ごせました。福井ロータリークラ
ブに入って思い起こせば何をやったかなということを考えま
すと、まず最初に、ブルースリーのかっこをしようというお
達しのもと、田中会員とコラボレーションさせて頂きまして、
その後、漫才を３回ほどさせていただきました。福井ロータ
リークラブに何か貢献したのかなとほんとに思うくらいでし
て、非常にお恥ずかしいです。
そして卓話もビジネスの話を一切せず、訳の分からないブ
ラックバスの釣り方などの内容でパワーポイント作ってさせ
ていただきました。

　実は私、住友林業という会社に勤めてまして住宅を手掛け
ています。ここ最近はですね、非住宅に力を入れておりまし
て、工場、ビル、店舗などを含めて住宅以外のものを実は手
掛けておりますので、後任として松本営業所から福井の支店
長として赴任します吉岡という者がおりますので、ぜひその
者に商売の話がありましたら、今後ともお声がけいただけれ
ばというふうに思っております。
　ほんとにお世話になりまして楽しく過ごさせていただい
て、ほんとに離れたくない福井から次は岡山に行きます。鳥
取と島根も管轄エリアになりますので瀬戸内から日本海まで
になりますので、また日本海を見ながら福井の皆様のお顔を
思い出せるようにと思っておりま
す。皆様のご健勝とますますの商
売繁盛を祈願いたしまして、はな
はだ簡単ではございますが私の退
会の挨拶とさせていただきます。
本当にありがとうございました。

岩見  祐樹 会員

　岩見電工株式会社の岩見 祐樹と申します。
　４月に入会させていただいてまだご挨拶もできていない先輩方もいらっしゃる中でこのような貴重な機会をいただきあり
がとうございます。本日は私自身の自己紹介を交えながら、会社の事業内容のご紹介、少し電気に関わる動向などをお話さ
せていただきます。
　まず会社のご紹介ですが私の父親が昭和 51 年に一人親方として独立したのがスタートです。昭和 58 年に法人化したあと、
平成 3年に成和に本社を移して現在もそこに本社がございます。3年前令和元年に私が父親から代表を引き継ぎました。仕事
は建物の中の内線電気工事をしています。照明やコンセントを設置する仕事です。県内には組合に入っている会社で 410 社
程度の電気工事会社があり、それぞれに得意分野があります。体操に例えると鉄棒が得意とか床が得意とかのイメージです。
　住宅やアパートマンション、福祉施設、テナント・改修、商業施設などです。どこがいい悪いではなく、得意、不得意に
なるので得意な部門を持っている電気工事会社に仕事を依頼する方がコスト面などメリットが大きいです。弊社はマンショ
ンや福祉施設、商業施設などを得意としています。
　次に私の自己紹介をさせていただきます。昭和 54 年生まれの現在 43 歳です。現在は文京に住んでいますが、育ちは城東
で日の出小学校、成和中学校、羽水高校と進みました。また大学は推薦で運よく新潟大学に受かりましたが、結局中退しました。
その後 25 歳で会社に入社し、1年間は現場に出ていました。その後、金沢の会社に出向をして 31 歳で福井に戻ってきました。
その後 40 歳で代表を受け継ぎ現在に至ります。
　話は変わりますが、LED照明の話をさせていただきます。2010 年から一般に普及をしましたが、LED照明の特徴としては
消費電力が少なく、長寿命です。熱を持ち辛いので室温上昇を抑えることができます。電気工事店の立場から言うと、軽い
というところもメリットです。反対に値段が高い、交換コストが掛かるというところがデメリットのイメージでしょうか。
　次に LED照明の普及率です。政府は 2050 年までにカーボンニュートラルの実現を目指すことを宣言しましたが、一環とし
て2030年までにLED普及率100％を目指すと言っています。現状は55％程度です。少し交換のペースは落ちる気もしますが、
いずれにせよ照明の寿命はきますの事業を続ける上では LEDに変えざるを得ない時がきます。LED照明の技術については多
くのメーカーが省エネ性の向上と低コスト化を競ってきました。その結果、省エネ性、コストともに半分に近い数字になり
ました。ただ省エネと低コストはもう限界になっています。現在、各メーカーが競っているのはデザイン性と、機能性の向
上です。光の色のバリエーションの増加やスマホやタブレットで照明を操作できるような技術が出てきています。先ほど省
エネ性能は LED照明が出始めの当初から比べると大きく向上をしていることを説明しましたがここで蛍光灯の場合、出始め
の頃の LED照明、現行の LED照明で消費電力と電気料金に試算をしてみました。あくまで簡単な試算です。仮に 1000 ㎡、
約 300 坪の平屋の一般的な照明の配置を持った工場での電気料金の比較です。1ケ月 30 日８時間稼働した場合の比較です。
だいたい１万円程度ずつの差が出ることがわかります。
　ニュースで見られたかと思いますが北陸電力さんも来年の 4月に値上げを行うことを発表しています。プランによって変
わるので一概には言えませんが、家庭向けプランで約 10％程度、法人向けプランの電気料金で約 20％程度値上げとなると言
われています。そのことを考えると消費電力量を抑えるためにも現行の LEDに早め交換したほうが良いということになりま
す。今後も続くのは普及率のとこでも言ったようにカーボンニュートラルの実現に向けた、省エネ化推進の波です。要する
に企業人として、一人の国民、県民、市民としてカーボンニュートラル実現に向けて、地域貢献、社会貢献をしてください
という波です。資金を投入する理由として電気代が下がるということが対面的に押し出し辛ければ、省エネを追求すること
がカーボンニュートラルの実現に貢献することになるのだということであれば資金投入しやすいかもしれません。初期コス
トはかかりますがメリットが大きいので特にまだ LEDを導入してない方はぜひ早めにご検討ください。
　最後に弊社ではこういった内容についてご提案から設計、施工まで一貫してできるのが強みです。もし電気のことでお困
りのことがあったらなんなりと聞いてください。本日は貴重なお時間をありがとうございました。

退会挨拶

①　本日の会報並びに理事会議事録に記載
のとおり、規定管理委員会より出産育児に
関する規定に対しての意見書を基に理事会
において 10 月より慎重審議を行い 12 月審
議されました内容をご報告いたします。

②　RI より青少年保護の取り組みについても本日の会報並
びに理事会議事録に記載しておりま
す。青少年保護の取り組みについて
発見した場合は委員会もしくは担当
理事、幹事にご報告ください。
③　地区職業奉仕講演会が来年 2月
19 日 ( 日 ) に開催されます。今年度
は直接会場での対面参加と zoom活
用のオンライン参加併用で行われま
す。ぜひご出席いただきますようお
願いいたします。
④　地区大会のご案内です。今年度
は、2023 年 4月 9日（日）に滋賀県 ウカルちゃんアリーナ
( 滋賀県立体育館 ) で開催されます。多くの皆さまに参加し

　今回は 11 月 29 日にリバージュアケボノのフランス料理　オージュに
伺いました。
3月にオープンしたレストランではじめて訪問される方もおられ、非常に
楽しい会となりました。お料理は福井の素材を生かした物で、一皿一皿
にしっかりと手間をかけていることが感じられ、大変美味しくいただき
ました。合わせるワインもバラエティに富み、お料理とのマリアージュ
も大変良かったと思います。
　このワイン会も今回で 50 回目の開催となり、年明けにはそれを記念し
たスペシャルな会も企画したいと考えております。

ていただけるよう、大会
の登録料の一部をクラブ
から補助いたします。移
動のバスも用意しており
ますので、沢山の皆さま
のご参加をお願いしま
す。申し込みの締め切り
は来年の１月１8日（水）
とします。新会員セミ
ナーも本大会前に開催され、入会 3年未満の方が対象です。
対象の方は是非出席してください。
⑤　渡辺和男会員に撮っていただいたクリスマス家族会の
写真を配布しました。開催の記念に自宅で飾ってください。
ニコニコ箱へのご協力もお願いします。
⑥　本日で 2022 年の例会は最後です。次回の例会は、１月
５日（木）です。12 時 30 分からこの会場で行いますので、
お間違えの無いようお願いします。
⑦　年末年始の事務局の休みについてお伝えします。
12 月 28 日（水）から年明け 1月 4日（水）まで事務局は
休みです。その間の緊急連絡については、幹事の携帯電話
へお願いします。

幹 事　中広　久

幹事報告

会員卓話

例会報告

同好会 ( ワイン会 )

　12 月 26 日 ( 月 )　居酒屋 ゆずりはさんにて忘年会を兼ねた季楽会を
開催しました。美味しい料理でお酒が進み　楽しい会となりました。

同好会 ( 季楽会 )

演  題「まちと未来に明かりを灯すしごと」
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