
    

    

                                                                                    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

            

    

今日今日今日今日ののののロータリーソングロータリーソングロータリーソングロータリーソング    

『『『『    君君君君がががが代代代代・・・・四四四四つのつのつのつのテストテストテストテスト    』』』』    

    

    

 

 みなさん こんにちは。  

 本日のお客様は、かすみが丘学

園の本多奥右衛門理事長様です。

のちほど卓話よろしくお願い致

します。 

 ２月２０日には、地区の職業奉

仕の講演会に会員１３名 事務局１名 計１４名で行って来ました。

講演会の前に、京都国立博物館で開催されているハプスブルク展に

寄り道をするために、早朝 7：00 の出発となりました。しかし、着

いた時には、もうすでに並んでいて少し待たされましたが、しばら

く王侯貴族になったつもりで、ティツィアーノやティントレット 

レンブラント ベラスケス等の本物の絵画や宝物を鑑賞することが

できました。１時間ほどで出てきたときには、かなり長い行列にな

っていて、日曜日にはすごい込みようになるだろうと思われました。 

 職業奉仕の講演会の詳細な報告は、次週横山委員長さんがされる

と思いますが、講師の RI 元理事の渡辺好政様が最後に、ロータリー

を、手の中にいる小鳥にたとえて、『生かすも殺すもあなた次第、ロ

ータリーの未来はあなたの手の中にあるのですよ。』とおっしゃった

のが非常に印象的で感銘を受けました。以上です。ありがとうござ

いました。 
 

  

               

 

※ 拉致被害者家族連絡会支援のお願い 

※ 会報＝武生RC・福井北RC・島原南RC 

 

 

『『『『友友友友』』』』インターネットインターネットインターネットインターネット速報速報速報速報        2010201020102010年年年年2222月月月月23232323日日日日        No.417No.417No.417No.417 
    ナイジェリアナイジェリアナイジェリアナイジェリアののののポリオポリオポリオポリオ撲滅活動撲滅活動撲滅活動撲滅活動がががが大大大大きくきくきくきく進展進展進展進展    

民族音楽家のダン・マラヤ・ジョス氏は40年以上にわたり、幅広い社会問

題について歌を通じてナイジェリアの人々に訴えかけてきました。これまで

に1,000曲以上、150枚のアルバムをリリースしたジョス氏が1月、同国におけ

るポリオ撲滅活動親善大使としてロータリーに抜擢されました。ジョス氏は、

国際ロータリーの公共奉仕広告キャンペーン「ポリオはあと少しで撲滅でき

ます」の地域版を3本収録。歌を通じての呼びかけなどを行った結果、1月30

日～2月2日に同国で開催された全国予防接種プラスデーでは4,000万人以上

の子どもたちに予防接種ができました。ポリオ常在国の一つナイジェリアで、

2009年は前年と比べ、ポリオ発症件数が50％も抑えられました。8月からの報

告件数はわずか13件です。なお、今回の接種では初めて、この地域に根強く

残る第1種と第3種の両方に効果がある二価経口ワクチンが使用されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第第第第１５５１５５１５５１５５８８８８回回回回    例会例会例会例会    委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    （（（（２２２２月月月月２４２４２４２４日現在日現在日現在日現在））））    

【【【【出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会】】】】    
    

    

    

    

【【【【ﾒｰｷｬｯﾌﾒｰｷｬｯﾌﾒｰｷｬｯﾌﾒｰｷｬｯﾌﾟ゚゚゚】】】】  

【【【【ロータリーロータリーロータリーロータリー財団特別寄付財団特別寄付財団特別寄付財団特別寄付】】】】（入会順・敬称略）  

釣部・下田・奥村・髙嶋・林田（恒）・髙尾・野尻・高山                   

目標達成者ー 林田（千）・林田（數）・下田・金・奥村・髙嶋・横山・林田（恒）・下村・山田 

髙尾・倉本・桑野・野尻・玉川・高山   （本日10,000円 本年度累計506,000円） 

 

【【【【米山記念奨学会米山記念奨学会米山記念奨学会米山記念奨学会】】】】（入会順・敬称略）  

釣部・下田・奥村・髙嶋・林田（恒）・髙尾・玉川・高山   

目標達成者ー下田・金・奥村・髙嶋・横山・林田（恒）・下村・山田・倉本・桑野・玉川・高山 

（本日12,000円 本年度累計583,000円） 

 

【【【【ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱箱箱箱】】】】        

････････････････順不同・敬称略） 

本多奥右衛門様・・・本日はお招きいただき恐縮です。 

             今後とも、かすみが丘学園をよろしくお願い致します。 

下田・・・本多奥右衛門様、卓話をありがとうございます。 

奥村・・・本多奥右衛門様、本日は卓話、ありがとうございます。    
北・・・・・職業奉仕の講演会に参加させて頂きありがとうございました。 

髙嶋・・・本多様、卓話、ありがとうございます。 

林田（恒）・・本多様、卓話、ありがとうございます。 

髙尾・・・本多理事長様、卓話、ありがとうございます。 

倉本・・・本多様、卓話、ご苦労様です。 

桑野・・・本多様、本日は卓話、ありがとうございます。 

大久保・・本日早退させていただきます。 

高山・・・本多様、卓話、ありがとうございます。 

 

 

委員長・雑感 
 

今日、着用している黄色のネクタイは、一昨年エ

レファンツの役員時、丁度このネクタイが目に入り、

チームカラーの黄色にゾウのマークが入っているも

のがありました。エレファンツとは福井県の形がゾウ

の形に似ていることから決まりました。 

 

私が初めてプロ野球を見に行ったのは、福井県営球場で小学校６年生の時でし

た。広島対中日で中日のピッチャーがルーキーの星野仙一で、彼の初勝利は福井

県営球場でした。その後、中日のファンになり、何度も試合を見に行きました。最近

の注目している選手は、高橋聡文選手で高浜中学から富山の高岡第一高校を出

て、ドラフト７位で入った選手です。中継ぎの左ピッチャーですが、躍動感あふれる

面白いピッチャーで、一押しで応援しています。 

 

 

 

 

 

 

 

会員数 出 席 欠席届有 欠席届無 
ﾒｰｸｱ

ｯﾌﾟ 
出席率％ 

36 24 7 2 3 75.0 

本 日 の 合 計 本日迄の累計 前年度実績 

17,000円 1,097,400円 1,037,000円 

火曜日火曜日火曜日火曜日    
福井南福井南福井南福井南    繊繊繊繊 協協協協ビルビルビルビル８８８８FFFF    

勝勝勝勝    山山山山    市 民 活 動市 民 活 動市 民 活 動市 民 活 動 ｾﾝﾀｾﾝﾀｾﾝﾀｾﾝﾀ ｰーーー    

武武武武    生生生生    武生商工会武生商工会武生商工会武生商工会館館館館    

若若若若    狭狭狭狭    小小小小浜商工会議所浜商工会議所浜商工会議所浜商工会議所    

福井福井福井福井ﾌｪﾆｯｸﾌｪﾆｯｸﾌｪﾆｯｸﾌｪﾆｯｸｽｽｽｽ    ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ    

                            PPPPm6:30m6:30m6:30m6:30    点鐘点鐘点鐘点鐘    

水曜日水曜日水曜日水曜日    
福井北福井北福井北福井北    ホテルフジタフクイホテルフジタフクイホテルフジタフクイホテルフジタフクイ    

敦敦敦敦    賀賀賀賀    北陸銀行北陸銀行北陸銀行北陸銀行敦賀支店敦賀支店敦賀支店敦賀支店    

鯖江北鯖江北鯖江北鯖江北    鯖江鯖江鯖江鯖江ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ会館会館会館会館    

大大大大    野野野野    大野商工会議所会館大野商工会議所会館大野商工会議所会館大野商工会議所会館    

丸丸丸丸    岡岡岡岡    JAJAJAJA花咲花咲花咲花咲ふくいふくいふくいふくい    

                                        

月曜日月曜日月曜日月曜日    
福井東福井東福井東福井東        ＡＯＳＳＡＡＯＳＳＡＡＯＳＳＡＡＯＳＳＡ    

敦賀西敦賀西敦賀西敦賀西        ｻﾝﾋｻﾝﾋｻﾝﾋｻﾝﾋﾟ゚゚゚ｱｱｱｱ敦賀敦賀敦賀敦賀    

                                            PPPPm7:00m7:00m7:00m7:00点鐘点鐘点鐘点鐘    

県内県内県内県内クラブクラブクラブクラブ    

例例例例    会会会会    日日日日    

木曜日木曜日木曜日木曜日    
福福福福        井井井井    ユアーズホテルユアーズホテルユアーズホテルユアーズホテル    

武生府中武生府中武生府中武生府中    JAJAJAJA 越前越前越前越前たけふたけふたけふたけふ    

福井水仙福井水仙福井水仙福井水仙    神明神社神明神社神明神社神明神社    

                    Pm6:30Pm6:30Pm6:30Pm6:30 点鐘点鐘点鐘点鐘    

金曜日金曜日金曜日金曜日    
福井西福井西福井西福井西    グラントリアグラントリアグラントリアグラントリア    

三三三三    国国国国    三国観光三国観光三国観光三国観光ホテルホテルホテルホテル    

鯖鯖鯖鯖    江江江江    鯖江商工会館鯖江商工会館鯖江商工会館鯖江商工会館    

あじさいあじさいあじさいあじさい    リバージュアケボリバージュアケボリバージュアケボリバージュアケボノノノノ    

R.I R.I R.I R.I ＤＩＳＴＲＩＣＴＤＩＳＴＲＩＣＴＤＩＳＴＲＩＣＴＤＩＳＴＲＩＣＴ    ２６５０２６５０２６５０２６５０ＲＯＴＡＲＹＲＯＴＡＲＹＲＯＴＡＲＹＲＯＴＡＲＹ    ＣＬＵＢＣＬＵＢＣＬＵＢＣＬＵＢ    ＯＦＯＦＯＦＯＦ    ＭＡＲＵＯＫＡＭＡＲＵＯＫＡＭＡＲＵＯＫＡＭＡＲＵＯＫＡ    

http ://www.maruokahttp ://www.maruokahttp ://www.maruokahttp ://www.maruoka----rotary .comrotary .comrotary .comrotary .com     会長会長会長会長    下田重道下田重道下田重道下田重道    幹事幹事幹事幹事    奥村雅徳奥村雅徳奥村雅徳奥村雅徳    

N ON ON ON O ，，，， １ ５ ５ ９１ ５ ５ ９１ ５ ５ ９１ ５ ５ ９     

    

平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年    ３３３３月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（水水水水））））    

外部卓話外部卓話外部卓話外部卓話    

明厳寺明厳寺明厳寺明厳寺    住職住職住職住職    乙坂晃寿様乙坂晃寿様乙坂晃寿様乙坂晃寿様    
『『『『壊壊壊壊れゆくれゆくれゆくれゆく地域社会地域社会地域社会地域社会、、、、家庭家庭家庭家庭そしてそしてそしてそして子供子供子供子供たちたちたちたち』』』』    

次 週次 週次 週次 週 のののの例 会例 会例 会例 会         第第第第 １５６０１５６０１５６０１５６０ 回回回回     

今 週今 週今 週今 週 のののの例 会例 会例 会例 会         第第第第 １５５９１５５９１５５９１５５９ 回回回回     

    平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年    ３３３３月月月月３３３３日日日日（（（（水水水水））））    

ロータリーロータリーロータリーロータリー情報集会情報集会情報集会情報集会    

結果発表会結果発表会結果発表会結果発表会    

藤本藤本藤本藤本ロータリーロータリーロータリーロータリー情報委員長情報委員長情報委員長情報委員長    

創立創立創立創立    昭和昭和昭和昭和 53535353 年年年年 3333 月月月月 21212121 日日日日        承認承認承認承認    昭和昭和昭和昭和 53535353 年年年年 4444 月月月月 6666 日日日日    

下田会長下田会長下田会長下田会長    挨拶挨拶挨拶挨拶        

奥 村奥 村奥 村奥 村 幹 事幹 事幹 事幹 事     報 告報 告報 告報 告     



  

 
 

 

 

 

 私は福井銀行

におりまして、会

社で地域のロータ

リークラブやライ

オンズクラブに在

籍するようにとの

方針で、金沢、鯖

江、武生のクラブ

に入っていて、懐

かしく思います。 

◆歴史的背景 

飛鳥期～平安末

期にかけては、皇

室や朝廷による公

的救済制度があり、

有名なのは聖徳太

子が悲田院、施薬

院などを築き、福祉的な活動をしていた。また以前より近親者によ

る相互扶助や村落共同体による援助がなされていたことが、基盤に

なっています。行基や空海による宗教家も慈善事業を始めた。 

鎌倉期～江戸末期にかけては、氏族的・村落的相互扶助や支配者

による慈善政策が展開していた。また、仏教思想による慈善事業、

キリシタンによる慈善事業が行われた。 

明治維新以降は「 恤 救
じゅっきゅう

規則
き そ く

」というのができ、人民相互を情宣

し、全く身寄りのない窮民を救済しようとの規則です。昭和の戦前

期に救護法が出来、これが公の障害のある人たちを助ける体系のス

タートとなりました。 

第二次大戦後に日本国憲法第２５条が出来た。 

第１項 すべての国民は、健康で文化的な最低限の生活を営む権利

を有する。  

第２項 国はすべての生活の面について、社会福祉・社会保障及び

公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 

福祉三法とは児童福祉法・生活保護法・身体障害者福祉法として

スタートしました。 

高度成長期には核家族化や地域共同体の力が弱まり、追加として

精神薄弱者福祉法（障害者自立支援法）母子福祉法にて福祉六法と

いわれています。また、身体障害・知的障害・精神障害を一元化し

て平成１８年障害者自立支援法が出来、５年間の経過措置にて移行

できるように現在準備を進めています。 

福祉は高齢化・少子化に伴い、大変お金

のかかる行政サービスとなってきました。

障害者をなるべく施設に抱え込まないで、

地域に戻し、仕事もし、工賃を貰って行政

の負担を少なくすることが出来ないかと思

っています。 

しかし、政権交代により、福祉に対する

考え方が変わり、抜本的に見直して、障害

者総合福祉法を樹立し、平成２５年８月ま

でに施行するそうです。 

 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 障害の実態 日本国民の５．７％の人が障害を持っています。 

身体障害・知的障害・精神障害の方は合計７１０万人で、在宅が６

４３万人、施設に入っている方が６７万人です。 

 １００人いれば６人の方が何らかの障害を持っているということ

は、どこにでも障害を持っている方が身近にいるということです。 

◆ 高齢化の実態 平成２２年では要介護が３９０万人そのうち１

７０万人は認知症です。前期高齢者、後期高齢者と併せて４４６０

万人。平成３７年になると５５８０万人に膨らむ予想です。今後、

国がどう対応してくれるかが大きな問題になってくるでしょう。 

 

かすみが丘学園は子供の施設はあるが、大人の施設がないという

ことで、昭和４１年、６０人ほどの規模で設立されましたが、現在

は１８０人の利用者が、毎日暮らしています。暮らしを中心にして

いるメンバー、仕事を中心にしているメンバー、寝泊まりしながら

仕事に行くメンバーに分かれています。 

 知的障害の場合は治療をして卒業をすることは難しく、根本的に

直すことは出来ません。また、高齢化に伴い運動会も難しく、１０

年前にはなかった車いすや電動ベット、入浴の施設などの介護が必

要になり、職員に負担がかかってくるようになってきました。 

 高齢化とともに親も高齢化になり、利用者の関係する親族は兄弟

や伯父・叔母になり、厳しいものになってきています。 

 この様なことから、家族の絆や連携を保ちながら、学園の果たす

べき役割を、どう全うするかと悩みながら、努力をしています。 

 知的障害の場合は、障害が細かく分かれ、それぞれの障害に適し

た対応が必要になります。 

施設を運営するに当たり、財政面の裏付けがないと難しくなります。 

福祉は９割が税金で賄われています。国の財政が堅実になり、安定

した福祉の政策があればうれしく思います。 

障害障害障害障害はははは誰誰誰誰にでもありますにでもありますにでもありますにでもあります。。。。障害者障害者障害者障害者にににに少少少少しでもしでもしでもしでも元気元気元気元気でででで、、、、生生生生きがいをきがいをきがいをきがいを

持持持持ってってってって貰貰貰貰いいいい、、、、元気元気元気元気のあるのあるのあるのある福祉福祉福祉福祉をををを続続続続けていきたいとけていきたいとけていきたいとけていきたいと念願念願念願念願していますしていますしていますしています。。。。    

 

今後の方針は、障害者を地域で生活をさせ

るように努力し、出来ないこともありますが、

出来る限り可能性を探っていく必要がありま

す。そのためには、地域の皆さんのご理解を

頂き、前進したいと思います。 

 今後とも、ご理解を頂けるようお願い申し

上げます。 
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かすみがかすみがかすみがかすみが 丘学園丘学園丘学園丘学園     理事長理事長理事長理事長     本多奥右衛門本多奥右衛門本多奥右衛門本多奥右衛門様様様様     

『『『『    福祉福祉福祉福祉あれこれあれこれあれこれあれこれ    』』』』    

(事務局）〒910-0254   Tel（0776）67-0410／Fax（0776）67－4811                     クラブ広報委員長 林田數一 

       福井県坂井市丸岡町一本田 34-7 JA花咲ふくい 丸岡支店２F                   会報委員長―玉川佳一 副委員長－桑野賢吾              

(例会場) JA花咲ふくい 丸岡支店 ３F (例会日) 毎週水曜日 12時 30分 ( 会員数) ３６名        委員―東角操・大久保政幸   

歴史探訪歴史探訪歴史探訪歴史探訪       椀貸山古墳椀貸山古墳椀貸山古墳椀貸山古墳            県指定文化財県指定文化財県指定文化財県指定文化財（史跡）     （丸岡町坪江） 

坪江から中川に至る丘陵地には総数 234基の横山古墳群があります。 

椀貸山（わんかしやま）古墳群はこの横山古墳群の最南端に位置する。全長４５ｍ

の前方後円墳で、６世紀の頃のものと考えられる。昔から椀貸山の伝説があり、こ

こは継体天皇の椀子皇子（まるこのおうじ）の墓と伝えられています。 

私がかすみが丘学園に在籍していた時に、

丸岡 RC の方がかすみが丘学園でサッカー

教室を開いて下さり、子供たちと一緒にサ

ッカーを楽しんでいたことが、新鮮な活動

だと感じていました。その後、サッカーチ

ームが出来、全国大会に出場するまでのき

っかけになったことを思い出します。  

髙尾ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 


