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会長

下田重道

幹事

奥村雅徳

１５６２回 例会 委員会報告 （３月２４日現在）
【出席委員会】
今日のロータリーソング
『 朧月夜 』

会員数

出 席

欠席届有

36

23

9

ﾒｰｸｱ
ｯﾌﾟ

欠席届無

3

1

出席率％

66.66

【ﾒｰｷｬｯﾌﾟ】

下田会長 挨拶

【ロータリー財団特別寄付】 本日12,000円 本年度累計562,000円

みなさん こんにちは。
本日のお客様は｢自
然再生ふくい行動プロ
ジェクト｣ の掛谷龍一
様です。後ほど卓話よ
ろしくお願い致します。
３月１７日（木）に
金沢百万石 RC へ奥村
幹事、林田千之会員、
釣部会員、金会員、高
嶋会員、事務局の計７
名で訪問してきました。
山中 RC との合同例
会にて、記念講演会での講師であり、懇親会でも素晴らしいシャンソン
を披露された谷 伊津子氏と、必ず訪問しますとの約束でした。村田祐一
会長をはじめ、谷氏、金会員のお友達、他の会員皆様から温かい歓迎を
受けました。谷氏は三国出身、大野や森田出身のお医者様、また、幹事
の多田利明さんは三国のイーザ内にもお店を出しているということで、
例会後も、話が尽きることがありませんでした。
例会では、林田千之会員がテーマ『丸岡町と奥の細道』と題して卓話
をして下さいました。丸岡藩は外様の前田家加賀百万石を見張り、また、
奥の細道を書いた芭蕉が通った話や、能登の総持寺を作ったのは、丸岡
出身の人だとか、私にも大変興味深い内容で金沢百万石 RC 会員の方も熱
心に聞き入っていらっしゃいました。林田会員には本当にお世話になり、
誠にありがとうございました。金沢百万石 RC の方から、今度はうちの方
から是非お邪魔しますということでしたので、４月２１日は花見例会で
すから是非にとお答えしておきました。やはり、ホテルが例会場という
のはいいなぁ、と久しぶりの都会の雰囲気を味わってきました。

下田・奥村・髙嶋・竹内・髙尾・大久保
目標達成者ー池田・ 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

【米山記念奨学会】

本日11,000円

本年度累計648,000円

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

【ニコニコ箱】
････順不同・敬称略）

本 日 の 合 計

本日迄の累計

前年度実績

28,000円

1,219,400円

1,170,000円

掛谷龍一様・・・プロジェクト、よろしくお願いします。
下田・・・掛谷龍一様、卓話ありがとうございます。ちょっと嬉しいことがありまして。
奥村・・・掛谷龍一様、本日は卓話ありがとうございます。
林田（恒）・・・掛谷様、卓話ありがとうございます。
澤田・・・税務調査の立ち合いで早退します。
髙嶋・・・掛谷様、卓話ありがとうございます。
髙尾・・・掛谷様、本日は卓話ありがとうございます。
竹内・・・いろいろとありがとうございました。今後ともよろしくお願い致します。
結婚記念日を自祝して。
下村・・・章政君福井県立大学院ご卒業おめでとうございます。又、会員皆様からの
ご指導・ご支援ありがとうございました。
桑野・・・掛谷様、本日は卓話お疲れ様です。楽しみにしております。
章政君、ご卒業おめでとう！！
大久保･･･前回欠席しました。章政君、卒業おめでとう！！
『ロータリーの綱領』の唱和
ﾘｰﾀﾞｰ：大久保政幸会員

奥村幹事 報告
※

※
※
※

県下会長幹事会の開催
5/22 14：30-18：00 武生商工会議所
ホストー武生ＲＣ
奈良県内ＲＣより 平城遷都 1300 年祭への案内
京都中ＲＣ 岡重コレクション展の案内
会報―武生ＲＣ、福井北ＲＣ

※

竹内会員より会葬のお礼

月曜日
県内クラブ
例

会

日

福井東 ＡＯＳＳＡ
敦賀西 ｻﾝﾋﾟｱ敦賀
Pm7:00点鐘

SAA 雑感
ある野球の優勝した監督さんとの会話で、勝因は何ですか
と尋ねたところ、「キャッチャーが良かったから」と答えられま
した。キャッチャーは気配り目配りが大切で、チームを良くま
とめられたからだと思います。ロータリーでいえば女房役の
幹事の仕事かなと思います。

火曜日
福井南 繊 協ビル８F
勝 山 市 民 活 動 ｾﾝﾀｰ
武 生 武生商工会館
若 狭 小浜商工会議所
福井ﾌｪﾆｯｸｽ ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ
Pm6:30 点鐘

水曜日
福井北
敦 賀
鯖江北
大 野
丸 岡

ホテルフジタフクイ
北陸銀行敦賀支店
鯖江ＮＰＯ会館
大野商工会議所会館
JA花咲ふくい

木曜日

金曜日

福 井 ユアーズホテル
武生府中 JA 越前たけふ
福井水仙 神明神社
Pm6:30 点鐘

福井西 バードグリーンホテル
三 国 三国観光ホテル
鯖 江 鯖江商工会館
あじさい リバージュアケボノ

2009－2010 年度 ｸﾗﾌﾞﾃｰﾏ

結 束 し 、 未 来 に 向 か お う ！
自然再生ふくい行動プロジェクトとは？
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自然再生ふくい行動プロジェクト
自然再生支援隊

掛谷龍一様

私達が小さい頃には、家の周
りにカエルやヘビとか、トン
ボ、ホタル、カブトムシ等が
飛んでいたことはあたりまえ
な風景でした。しかし、今はカエルもヘビも見かけなくなり、環境
が変化してきたことに気がついているでしょうか？
トノサマガエルをご存知ですか？このトノサマガエルが絶滅寸前な
のです。アマガエル以外のカエルは一旦、川に落ちると上がってこ
れなくなり、流されてしまい、もう帰ることが出来なくなります。
ホタルについては、夜空を飛びまわっているのはオスで、メスは飛
ばなくて小川や草むらのところで光っているそうです。比率はオス
３に対しメスは１です。メスが卵を産むのは１０００個で、成虫に
なる確率は１００分の１で１０匹しか孵らないのです。そのうち２
～３匹メスがいればよいのです。この様に、絶滅してしまうと元に
戻すのに何年かかるかわかりません。自然再生は壊すのは簡単です
が、元に戻していくのは大変難しいのです。
用水路など人工的に作ってしまったものは仕方がないので、その
環境で元に戻していけるように努力できるかがポイントです。
大野でホタルを復活させるために、どうしたらこのＵ字溝の所で出
来るか？と協議していて、これは完全に復活できるでしょう。
私はカブトムシを担当していますが、５年前の豪雨以後、環境が大
きく変わり、カブトムシもクワガタもいなくなりました。杉を植林
し雑木林を伐採して、カブトムシの生息場所がなくなってしまった。
カブトムシは環境が整っていればいくらでも繁殖します。雑木林さ
えあれば、生息していられるのです。
他のクラブさんでの話ですが、今、活動しているものを、どう自然
再生プロジェクトと関連させていくかという質問がありました。
例として熊が出ないようにするのが良いのではと話しました。山に
熊の食料になる木を植え、その実を熊が食べれば、里に下りてこな
いのではないでしょうか。昨年 7 月より大きく活動し、種から苗木
を育て、山に植えることにし、他のクラブや団体を巻き込んで、地
域に貢献できるように活動をしています。

米山記念奨学会

奨学生

歴史探訪

章政君へ最後の奨学金の授与

かつては、どこにでも見られた身近な生き物。今、私達の
身の回りにどれだけ見つけることができるでしょうか？特
定の地域だけでなく、近くの小川や田んぼ、家の周りなどで
再び見ることができるようにしたいと思いませんか？
福井県では、そんな思いを持つ皆さんと共に、平成２２年
度から環境基本計画に基づいて「自然再生ふくい行動プロジ
ェクト」という生き物を呼び戻す活動に取り組む県民運動を
推進しています。

【参加対象】個人でも団体でもどなた
でも参加できます。
【特典】実際の自然再生活動にあたっ
て指導が必要な場合には、生き物の専
門家や自然観察手法に詳しい方々で構
成する自然再生支援隊を派遣します。
（派遣費は無料）
【グッズのプレゼント】ガイドブック、ロゴシール、野外プレート
を差し上げます。
【活動の見える化】県のＨＰで公開します。優良事例の発表会や表
彰も行います。又、県の広報課より、マスコミ対応も行いま
す。
福井県が地域限定の活動に参加して下さいと呼びかけているのは、
いろいろな団体が今までに自然再生に取り組んだ実績があると思い
ます。しかし、県民、市民、町民の皆様が分からないのではないで
しょうか？個々にされているものを福井県全体で捉えて、県民運動
として取り組み、情報を一つにまとめ、情報交換の場や、ＨＰにて
発信したり、協力したり、連携出来るようにしたいと思っています。
敦賀ＲＣ－松原の赤松を再生させよう。 （植樹を計画）
三国ＲＣ－東尋坊の赤松を再生させよう。（植樹を計画）
他のロータリークラブさんなど団体６５、個人３９名が既に登録さ
れています。
【質疑応答】
※ カラスの撃退法は？
カラスの死骸をつるしておく
と、カラスはこなくなります。
カラスの習性として、絶対に
近づいてこなくなります。
※ 県からの助成金は出ますか？
県からお金は出ません。しかし、相談をすると、事業の当て
はまる課に適する補助金とか助成金などの情報を教えてもら
うことはできます。
※ 農薬使用の状況
ホタルについて、源氏ボタルと平家ボタルの種類で平家ボタ
ルはある程度、農薬には強いらしいです。生物によっては少々
の農薬でも対応できるもの、絶対だめなものに分かれてきて
います。
自然が壊れてきているのは、全てが農薬のせいだけではあり
ません。耕地整理などをして土壌がなくなってしまうことが、
絶滅の原因だとも思います。

高柳救世観世音菩薩像 高柳神社観音堂

高柳八幡神社境内の御堂に高さ約 111cm、幅約 77cm、奥行 67cm の大きな「観音菩
薩座像」が祀られている。言い伝えによるとその昔、付近の川から流れ着いたと云
われているが・・・。定かではない。 観音菩薩の側に置いてある木簡には「奉再
建救世観音菩薩寶蔵 文化 12 年４月５日蒔田半左衛門平忠貞」の文字が書かれて
いることから、文化 12 年（1815）当時の代官蒔田半左衛門平忠貞により寶蔵(観音
堂)が再建されたと推測される。
(事務局）〒910-0254
Tel（0776）67-0410／Fax（0776）67－4811
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
(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

クラブ広報委員長 林田數一
会報委員長―玉川佳一 副委員長－桑野賢吾
委員―東角操・大久保政幸

