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今日のロータリーソング
『 君が代 』
『 四つのテスト 』

会員数

出 席

欠席届有

37

27

10

ﾒｰｸｱ
ｯﾌﾟ

欠席届無

0

0

出席率％

72.97

【ﾒｰｷｬｯﾌﾟ】

【ロータリー財団特別寄付】 本日15,000円 本年度累計676,000円

下田会長 挨拶
みなさん こんにちは。
本日のお客様は、卓話をして頂
きます生活設計プランナーの吉村
美幸様です。後ほど卓話よろしく
お願い致します。メーキャップに
お見えの武田幸夫様は、２年前の
福井あじさいＲＣ会長です。武田
様は創立３０周年に丸岡へ来て下
さいました。何度かの会長・幹事
会そして京都の宝ヶ池ホテルでの
晩餐会でご一緒させて頂きました。実は、武田様は有名なジャズ・ミュージシャン、
テナーサックス奏者で福井のアオッサで２９回の無料ライブを達成された方です。
皆様の中にもライブに行かれた方もいらっしゃると思います。以前から丸岡にﾒｰｷｬ
ｯﾌﾟにいらしゃいとお誘いをしていました。後ほどご挨拶をよろしくお願い致します。
５月２２日に武生商工会館にて、第１３６回福井県下ＲＣ現・新会長幹事会が武生
ＲＣのホストで開催されました。その中で、荒木一寿ガバナー補佐の挨拶・報告の
中で、RI の規定審議の決議案が６９項目通り、そのうち４８の正提案は即実施という
歴史的ともいえる改正になったという説明がありました。詳しい内容は今後送られて
参ります。提案・報告事項の会議では、近隣ＲＣとの交流状況（合同例会、合同奉
仕事業等）を各クラブから説明があり、お互いに参考になるものが多かったと思いま
す。懇親会では、仁愛大学生の二人による、バイオリンとフルートの演奏二曲があり
花を添えて下さいました。懇親会の前席半分は現会長・幹事、後ろ半分は新会長・
幹事。前の方はあまり席も立たず、ホットしたにこやかな顔が多いように見えました
が、後ろの席はみなさん緊張気味で名刺交換をされ、対照的でした。１年前を思い
出しました。
来年の I．M は、また報告があると思いますが、ただ、今度の担当の福井あじさいＲ
Ｃの新会長、大島友治さんは高校の同級生なので、懇親会の後、高校の同窓会も
福井市であり一緒に行きましたが、近々、I．M 講師のロバート・クオン氏に会いにフ
ィリピンに行かなければならないとか、福井あじさい RC の１０周年もある等々話をし
ながら行きました。私も次年度メーキャップ・ビジターで必ずお邪魔しますと約束を
致しました。I．M は福井あじさいの次は、武生府中、続いて福井フェニックス、その
後、丸岡の番です。

下田・金・奥村・林田（恒）・竹内・髙尾・高山・島田
目標達成者ー池田/釣部／林田（千）/林田（數）/下田/藤本/金/奥村/髙嶋
横山/林田（恒）/下村/竹内/山田/髙尾/倉本/桑野/野尻/玉川/高山/島田

【米山記念奨学会】

本日22,000円

本年度累計790,000円

下田・金・奥村・林田（恒）・竹内・髙尾・高山・島田

目標達成者ー池田/釣部/林田（數）/下田/金/奥村/髙嶋/横山
林田（恒）/竹内/下村/山田/髙尾/倉本/桑野/玉川/高山

【ニコニコ箱】

本 日 の 合 計

本日迄の累計

前年度実績

30,000円

1,527,400円

1,394,000円

････順不同・敬称略

福井あじさいＲＣ 武田幸夫会員
今日は例会におじゃまいたしました。よろしくお願いします。
下田・・・吉村美幸様、卓話ありがとうございます。
武田幸夫様ﾒｰｷｬｯﾌﾟようこそ、ありがとうございます。
奥村・・・吉村美幸様、本日は卓話ありがとうございます。
武田幸夫様ようこそ、おいで頂き、ありがとうございます。
中島・・・早退させて頂きます。
前川・・・吉村様、卓話ありがとうございます。
金・・・・・本日検診のため、早退させて頂きます。
髙嶋・・・吉村様、卓話ありがとうございます。
林田（恒）・・吉村さん、卓話ありがとうございます。
竹内・・・ちょっといい事がありまして。吉村様、卓話ご苦労様です。
髙尾・・・次年度が近づいて来ました。心配でご飯がのどを通りません。
倉本・・・吉村様、卓話ご苦労様です。
高山・・・吉村様、卓話ありがとうございます。
島田・・・吉村様、卓話ご苦労様です。
山本・・・吉村様、卓話ありがとうございます。

【ﾋﾞｼﾞﾀｰ出席】
福井あじさいＲＣ 武田幸夫会員

毎月第３週は全員で『ロータリーの綱領』を唱和しています。

奥村幹事 報告
※ 2/20 に行われた地区職業奉仕講演会の講演録の冊子
※ 会報―武生ＲＣ、福井北ＲＣ、島原南ＲＣ、武生府中ＲＣ

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

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 ！

『

明るい生き方していますか？
金融広報アドバイザー
吉村美幸様

武生の方から来ました、金融広報アドバイザ
ーの吉村です。
日本銀行の福井県金融広報委員会に属して
います。約５０年前に発足して、最初は貯金を強
く勧め、貯蓄増強推進委員会として活動してきま
したが、現在は消費と貯蓄のバランスをよくしま
しょうと活動していました。しかし、最近はコツコ
ツと生きたお金を使いましょうと言っています。
私がこの広報委員会に所属しているのは、ここ
主催の家計簿コンクールというのがラジオから流
れていて、応募したのが始まりです。小さい時か
らお小遣い帳をつけていて、結婚してからは家
計簿をつけ、お金に関してはまめに付けていま
す。出ていくお金は控えめに、頂くお金はすぐ
頂くというのが私の基本方針です。このことを家
計簿体験談として応募したところ、福井県の１位
になり、賞金が５万円でした。中央で入賞すれば
７万円と聞いて「よし、挑戦しよう」と思いました。
２年目には自分は将来何をどうしたいか、サラリーマンでの年金試算をし
て、悠々自適な老後を送れることを書きました。全国の壁は厚くなかなか１
位にはなれませんでした。何度か応募しているうちに、金融広報委員会よ
り講演会や学習会への講師をしてくれないだろうかといわれ、今日までさ
せていただいています。
２０１０年に還暦を迎えました。６０歳の節目に夫と一緒に過ごしたいと思
いましたが、丁度「蔵の辻」でイベントがあり希望はかないませんでしたが、
それなりに皆さんが祝って下さり、楽しい誕生日を過ごしました。
武生高校を卒業し、セーレン㈱に３５年勤めました。武生から福井まで片
道３２ｋｍを通勤し、福井の働く女性の代表みたいなものでした。夫も子供
もそこそこ育っています。会社にいる時から、年休を使って、金融広報アド
バイザーの推進委員もしていましたし、労働組合の弁論大会に「生かそう
資源」という題で出場し、全国大会の３位に入賞しました。私は常にナンバ
ーワンを目指しています。ナンバーワンになるためにどうしなければいけな
いかと思って生きてきましたし、生きています。
何も知らない、日本画を習った時も、１日目に先生に言った言葉は「武
生の市美展で市長賞を取りたい」と言いました。全く何も知らないのに大き
な絵を描くことになり、祖父のお葬式にも筆を取り描いていました。
何をするにも、１番。自分のできる範囲での１番というのを目標にいろい
ろやっています。 私は、どんなことを頼まれても、イヤとはいいません。知
らない世界に出会えると思ってしています。
先ほど、下田会長さんが楽譜を持っていて、ピアノを練習しているとおっ
しゃっていましたが、私も３年前から習っています。目立ちたがり屋です
けれど努力もいっぱいしています。バイエルとか段階はいろいろあります
が、ピアノの先生になるつもりはないですから、「皆の前で１年に１回ある
ピアノ発表会にでて弾きたい。弾ける曲を教えて下さい。」とお願いしまし
た。指番号を楽譜に書いてもらい、“千の風”を習い発表会に出られるよ
うになりました。１年間習ったものを皆んなに見せることで、友人たちに
「貴方たちもやる気があれば何でもできるよ。やる気があるか、ないかだ
けではないの？」と言いたいのです。

歴史探訪

牛ヶ島石棺

丸岡町霞

』

私はファイナンシャルプランナーの資格を
取りたかったので、社内異動をさせてもらい
保険部に異動し、資格を取り、知識や知恵を
教えてもらいました。５５歳の時、「皆さんに明
るい人生送りましょうよ」と言っているのだから、
私も私の人生を創ろうと会社を辞めて、独立
しました。会社にいる時は、会社と家の往復、
スーパーなども郊外にありますので武生の街
の中に出ることも、なくなっていました。
独立して、お客さん獲得に街を歩いてみ
る と、市街地が疲弊していて犬も猫も車もあ
まり通らない現状で、何かしなければならな
いと思いました。武生の中心に“蔵の辻”とい
う界隈があり、月に１回「一の市」という市を開き、今年で４年目になります。
蔵の辻に行った時、私はここで何ができるだろうか？いろいろ習い事をし
ていますが、その中でお抹茶を出しておもてなしをしよう。お抹茶を出す
のならば着物を着て、もてなすことにしました。毎月第１日曜日に開催し、
今月も６月６日に開かれます。
街を元気にしようと思ったら、女性の団体ばかりでなく、いろんな団体を巻
き込んで、巻き込まれて作っていくものだと思いました。武生の街を元気
にする為に、いろいろな団体がしているものを一つになってやっていく仕
組みとか、仕掛けが必要になってくるのではないかと思います。武生の中
心にはお寺さんが１７０ヶ所程あります。私は女性ばかりのグループですの
で、「着物を着ていくと特典があるよ」と仕掛けながら、武生の街が元気に
なるように、福井が元気な街だな、福井に行ってみたいなと思えるような仕
組みが出来たらいいなぁとコツコツ頑張っています。
お金は自己責任です。しっかりと記帳して下さい。お財布にお金は余り入
れていません。欲しいものがあっても３日間我慢します。３日間我慢すると
大抵のものが他のもので代用できます。生き金、死に金を大事に意識して
下さい。福井県は保険の加入率が全国１位です。日本は世界で１位です。
ということは福井県は世界一保険が大好きな県なのですが、保障は全くわ
かっていない。全くわからない人がお金大好きとは言わないでください。
皆さんもお金と時間を上手に使ってこれからの人生を頑張って生きていっ
て下さい。
「蔵 の辻」で毎月１回開催していま
す。是非一度「蔵の辻」に来て下さ
い。
私がいますので、声をかけて下さい。
落ち込んでいる時は私に会いに来
て下さい。元気になると思います。
お会いできるのを楽しみにしていま
す。

市指定文化財（考古資料）

石棺は牛ヶ島区の東方のもと白山神社の杉林の中にあった円墳の西側から出土したものといわれ、同区
の八幡神社境内に置かれ、村人は何も気づかぬままに祭に立てる幟竿の控石に使われていました。福井
市内の足羽山で発見された石棺と同時代の古墳中期後半のものと考えられ、またここには何の言い伝えも
ないが、この様な立派な石棺に収められた人は恐らく振媛縁の豪族のものではないかと考えられます。
凝灰岩（福井笏谷石） 刳抜式で前後左右に棒状突起が各１箇づつあり蓋の板石は小川の橋に使用して
いましたが、今はその所在も不明となってしまいました。
(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) ３７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

