平成２９年５月２２日 発行

本日の例会

次回例会

平成２９年５月２２日（月）第 1895 回例会

平成２９年５月２９日（月）第 1896 回例会

19：00

20：00

開会点鐘
ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ（我等の生業）斉唱
会長の時間
幹事報告・委員会報告
ゲストスピーカー
(株)クリーンリース 柿木 佑介 様
『事業承継に対する思いと将来の夢』
閉会点鐘

今後の予定

お知らせ
5/27(土)

クラブロータリー情報委員長会議
釣部情報委員長 出席

5/28(日) 武生府中ＲＣ ４０周年記念式典
山下会長出席
5/29(月) 17-18 年度 地区財団資金推進委員 訪問
金会長ｴﾚｸﾄ・林田千之次年度幹事
杉本次年度ロータリー基金理事 出席
6/2（金） タイ・スタディツアー
～7（水） 丸岡高校生６名・浦先生・山下会長
杉本・東角・林田恒正・水﨑・松井 参加

平成２９年６月 ５日（月）
タイスタディツアー中の為 休会

平成２９年６月１２日（月）第 1897 回例会
職場訪問 小林化工株式会社様
＜時間・場所変更＞
12：00～ 例会 高椋コミュニティセンター３０１号室

平成２９年６月１２日（月）第 1898 回例会
クラブ協議会

島原南ＲＣ 30 周年式典参加報告

＜次年度委員会＞
5/29(月) 13：30～
5/30(月) 14：30～
5/30(火) 19：00～
6/2（金） 18：00～

東角建設 2Ｆにて 職業奉仕委員会
東角建設 2Ｆにて ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会
小松屋にて クラブ管理運営委員会
小松屋にて クラブ広報委員会

福井県内クラブ例会日・開催場所
月 曜 日
火 曜 日
水 曜 日
福井東・アオッサ3F WelAossa 福井南・繊協ビル8F大ホール 福井北・グランユアーズフクイ
*丸岡・城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 勝 山・勝山市民活動ｾﾝﾀｰ 敦 賀・福井銀行敦賀支店2F
武 生・武生商工会館
鯖江北・神明苑内
若 狭・ホテルせくみ屋
大 野・大野商工会館1F
福井ﾌｪﾆｯｸｽ・ｸﾞﾗﾝﾕｱｰｽﾞﾌｸｲ

木 曜 日

無印＝12:30開会 * ＝19:00開会

金 曜 日
福 井・ユアーズホテルフクイ 福井西・バードグリーンホテル
武生府中・農協会館３Ｆ
三 国・三国観光ホテル
* 福井水仙・福井パレスホテル 鯖 江・鯖江商工会館３Ｆ
* 敦賀西・プラザ萬象
福井あじさい・リバージュアケボノ

会 長 の 時 間

会 長

山 下 健 治

今日は、これから１年間丸岡にてお世話させて頂く米山奨学生、ワンリチンさんをお迎えしています。カウンセ
ラーは青池進会員にお世話をお願いしております。後ほど詳しく自己紹介を頂きます。ワンさんにお越し頂いたの
で「有朋自遠方来 不亦楽乎」を中国語の発音で聞いて下さい。
（ワンさんに中国読みで読んで頂く）これは、ご存
知の通り「朋あり遠方より来る、また楽しからず」という意味です。
この詩には、遠い場所から訪ねて来た親友と久しぶりに近況を報告し合ったり、意見を交換したりするのは、人
生の大きな楽しみであると同時に人生そのものを豊かなものするという意味と、遠くから人が来て友達となる、こ
れもまた悦ばしいことだという意味があります。ワンさんを迎えて、この意味の通りだと思っています。
さて、１３日は島原南ＲＣの３０周年に丸岡から１０人が参加しました。故、菅弘賢（スガヒロタカ）氏が作っ
た「唐ゆきさんの子守歌」という歌を丸岡のメンバーが是非聞きたいとの要望があり、この歌の入ったＣＤをお土
産に頂きました。この歌は三池炭鉱の石炭を中国唐に運ぶ船に、恵まれない娘が売られて密航させられるという悲
しい歌ですが、菅さんの奥さんには名誉永久会長とする感謝状が贈られ、丸岡の４０周年でも参考になると思いま
した。また、肥前有馬家１７代当主有馬貞純が元禄８年１６９５年に丸岡の城主となり、その３００年後の１９９
５年に丸岡と島原南が姉妹提携したことを知らない方が意外と多いので驚きました。２２年前の島原南との姉妹提
携にまつわる話や南島原の歴史は５月２９日の例会で発表したいと考えています。
島原の帰りにメンバー３名と共に博多で、私の大学時代の同級生である税理士に会ったのですが、この時も冒頭
の「有朋自遠方来 不亦楽乎」を強く感じた次第です。

幹 事 報 告

幹 事

来 簡
≪ガバナー事務所より≫

①<福井ブロック＞米山奨学生集会及び懇親会のご案内
【日 時】7 月 15 日（土）11：00～14：00
【会 場】アオッサ ６階 605 研修室
②2017-18 年度 10 月米山月間米山奨学生卓話予定日について
世話クラブでの卓話日予定日報告願い

杉 本 政 昭

ビジター受付のみ 12：00～12：30
福井 RC
木 6/29
福井西 RC
金 6/30
福井あじさい RC 金 6/30
三国 RC
金 6/30
武生府中 RC
木 5/25 6/1
武生 RC
火 6/20 6/27
敦賀西 RC
木 6/1 6/8

≪他クラブより≫

①事務所移転のお知らせ
福井水仙ＲＣ
福井市中央 1-3-1 加藤ビル ４F ⇒ ７F へ移転
≪その他≫

米山奨学生紹介

ビジター受付のみ 18：00～18：30
福井水仙 RC
木 6/22
福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC
火 6/6

青池米山カウンセラー
2017 年 4 月～2018 年 3 月 丸岡 RC でお世話する米山奨学生 王 丽琴（ワン リチン）
さんです。中国・江西省出身
福井大学修士課程機械工学専攻
研究テーマ「トンネル火災時における煙流動の水噴霧による制御の数値ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ」

皆さん、こんばんは。初めまして。私は王丽琴（ワン リチン）と申します。2014 年に交
換留学生として日本に初めて来ました。家族は、父親、母親、弟、妹と私の 5 人です。出身地は中国の
南の方にある江西省です。私の故郷は、中国最大淡水湖の鄱陽湖があるため、
「中国湖城」と評価され
ている波陽県です。毎年の冬、袖黒鶴やコウノトリが飛来し、世界 90%の白鶴が鄱陽湖で越冬する為、
多くの観光客が来ます。魚の宝庫で、漁業にも恵まれています。美しい景色と渡り鳥の生息地で鳥見が
楽しめますよ。その他、江西省は、中国第一の陶磁器生産地として世界的に有名なチントーチェン（景
徳鎮）が世界文化遺産であり、中国十大名山の一つの廬山のため知られています。皆さん今後中国へ旅
行に行ったら、江西人の私たちは大歓迎ですよ。
勉学に関しては、私は、福井大学で機械工学を専攻として勉強しています。現在、火災の水噴霧による煙制御の数値シミュ
レーションについて研究を行っています。この 3 年間は、研究室のメンバーと一緒に実験をしたり、ソフトボールをしたり、
日中友好協会の皆さんと餃子を作ったりして、すごく楽しい生活を送っています。私は、日本での生活に慣れ、大好きになり
ました。そこで、日本で働くことを心に決めました。最近、就活のため忙しいのですが、面接やエントリーシートを書くこと
も自分が成長する為の一つの糧だと思います。
最後になりますが、米山奨学生になれて、皆さんには心より感謝します。本日は、丸岡ロータリークラブ第一回の例会に参
加させていただいて、誠にありがとうございました。これから、皆さん、どうぞよろしくお願い致します。

新入会員卓話

プログラム委員会
『 僕の２０日間戦争 』 西出 智一 会員 2016.12.14 入会 1979.4.17 生 ㈲西出ペイント

1995 年（平成 7 年）1 月 17 日 5 時 46 分 52 秒、淡路島北部（あるいは神戸市垂水区）沖の明石海峡（北
緯 34 度 35.9 分、東経 135 度 2.1 分、深さ 16km）を震源として、M7.3 の兵庫県南部地震が発生しまし
た。近畿圏の広域（兵庫県を中心に、大阪府、京都府も）が大きな被害を受け、日本国内のみならず世界
中に衝撃を与えました。戦後に発生した地震災害としては、東日本大震災に次ぐ被害規模であり、戦後に
発生した自然災害では、犠牲者の数で伊勢湾台風の 5,098 人を上回り、東日本大震災が発生するまでは最
悪のものでした。
朝、二段ベットの上で寝ていましたがびっくりして飛び起きました。当時、私は丸岡中学校の 3 年生で
した。他の生徒は受験勉強真っただ中でしたが、私は、高校の進学がすでに決まっていたので勉強に身が入りませんでした。学
校へはサッカーだけをやりに行っていたような感じでした。一週間くらい経ったときの新聞に私と同じ年の女の子が受験勉強を
している最中に地震に遭い、ペンを握ったまま亡くなった、という記事が出ました。自分と同じ年の子が一瞬にして命を奪われ
たということになんとも言えない気持ちになりました。この子のために何か出来ないかな、とその時ふと横にいた父親につぶや
いていました。
ある日、サッカーの練習中に、先生から呼び出しがかかりました。体育教官室に行くと、今まで見たことのない恰好をした父
がいました。父は仕事で夜遅く、朝ごはんの時に挨拶を交わすくらいでしたが、私のつぶやきを覚えていて学校に休みをもらう
交渉に来ていました。許可をもらった父は開口一番に、おい、行くぞー、と早速家に帰りワゴン車に荷物を詰め込み、どこへ行
くとも知らされずに出かけました。朝つぶやいた事が大変なことになりました。これが、２０日間戦争（ボランティア）の始ま
りです。助手席に乗って、３時間半真っ暗闇の中、高速道路を走りました。北陸道は普通に走れましたが、関西方面に近づくに
つれ車の台数が少なくなり、道路が歪んでいるのが暗闇の中からでも分かりました。縦横に揺れたのか、大きい地割れが車の中
からでも分かりました。
宝塚市役所が受付本部でした。しかし、本部としての機能を果たし
ていない受付でした。あるのは、自家発電の薄暗い灯りだけで、人も
まばらで何をしたらよいか、どこへ行ったらよいかも分からない状態
でした。避難所の把握、必要な救援物資、物資の量、何も把握されて
いませんでした。市役所の職員も自分のことが精一杯の状態でした。
市役所の周りはそれほどひどくはありませんでしたが、それでも、嗅いだことのない
くさい臭いや埃に悩まされ、電気・ガス・水道も全てが止まって不潔な感じでした。
たくさんの人は来ますが、受け入れ態勢が整っていないため、まとまりがありま
せんでした。そこで、度胸のある父が一声かけて役割分担をしたところ、少しずつ
変わってきました。役に立ちたいという思いで気持ちが一つになり始めました。誰
も文句を言わず、いろんな部隊に分かれて動き出したのを覚えています。救援物資
は次から次へと運ばれてきますが仕分けが大変でした。飲食物、衣類、布団など生
活用品や賞味期限が切れた食べ物もあり、ものすごく時間と手間がかかりました。
保管場所もなく、板金屋さんや大工さんなどが瓦礫の中から使えそうな材料を見つ
けてきて、それなりの簡易的なものを作りました。ガソリンの供給も十分でなく車
やバイクは利用できないので、自転車で宝塚市内の地域を分担して被災者の把握と
避難所の活動把握にかけずり回りました。
子供は大人よりもストレスがひどく発散方法が分からないので、いつもはしない
ような行動をとります。大声を出したり、泣いたり、いきなり喧嘩したりしました。
そこで、何個か持って行ったサッカーボールを利用した遊びがストレス発散に大い
に役立ちとても感謝されました。
生まれて初めて腐ったおにぎりを食べ、お腹を壊しました。2 週間お風呂には一
回も入れず、頭がものすごくかゆく、髪の毛をむしり取りたいくらいでした。
何も分からないまま行きましたが、昔の記事を読んだり、父と話をすると２２年
経った今でも自分の心の中にどんどん思い出が出て来ます。小さいころからイタリ
アに行ってサッカーをやりたいと言っていたそうですが、帰ってからは人の役に立
つ仕事をしたい、と言ったそうです。
これからは、子どもながらに経験をさせていただいたことを基に地域の一員として、災害が起きてからではなく、起きる前に
できることを少しでも地域の方のために伝え、役立ちたいと思っています。
＜会員感想＞ 地震直後に現地において、被災者支援のボランティア活動に参加した人の数は 1 日平均 2 万人超、3 か月間で延
べ 117 万人と言われています。現地には行かずに被災負傷者の為の献血・義捐金拠出・物資提供などの後方支援に携わった人々
も含めると参加人数はさらに増えるそうです。被災地でのボランティア活動の重要度に対する一般の認識も飛躍的に高まり、こ
の年は日本における「ボランティア元年」とも言われます。ボランティア元年に縁を得て、貴重な経験を通した西出会員の今後
の活動に期待したいと思います。
（文責 倉田 教信）

委員会報告

５月１５日（月）

◆ロータリー財団◆
寄付者
９名
下田 金 髙嶋 山下 倉本 柿木 杉本 松井 川上
◆米山奨学会◆
寄付者 １２名
中島 林田千之 下田 金 髙嶋 山下 倉本 倉田
柿木 杉本
松井 川上
◆ニコニコ箱◆
寄付者 １１名
山下会長 ワンさん 一年間頑張って下さい。
西出会員 今日は卓話よろしく。
杉本幹事 西出さん 本日卓話よろしくお願い致します。
王さん よろしくお願いします。
前川重雄 西出さん 卓話ご苦労様です。
ワンさん 一年間頑張って下さい。
林田數一 誕生日を自祝して。
下田
西出さん 卓話ご苦労様です。
金
昨日、敦賀 RC 創立 60 周年記念式典に出席
してきました。簡素かつ簡潔な式典でした。
髙嶋
西出会員 卓話ご苦労様です。
倉本
米山奨学生ワンリチン様ようこそ丸岡ロータ
リークラブへ。一年間頑張ってください。
西出会員新会員卓話ご苦労様です。
倉田
西出会員卓話頑張って下さい。

◆出席報告◆

出席委員会

例会日

会員数

出 席

届有欠

届無欠

5/15

３７

２５

８

１

出席免除者

欠席

３

例会出席率

73.53%

【メーキャップ】 5/15～5/19 事務局受付分
5/18 福井水仙RC 水﨑 5/15分
例会日

会員数

出 席

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ

欠席者

5/8

３７

２５

３

８

◆寄付金の状況◆
ニコニコ箱
ロータリー財団
米山記念奨学会

出席免除者

欠席

１

修正出席率

77.78%

ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会
5 月 15 日
累計
会費含む累計
17,000 円
957,000 円
1,977,000 円
12,000 円
572,400 円
17,000 円
532,000 円

柿木 西出智一君 卓話宜しくお願いします。
ワンリチンさん よろしく。
松井 西出会員 卓話お願いします。
青池 ワンリチンさん ようこそ丸岡 RC へいらっしゃいました。
一年間御苦労様です。よろしくお願いします。
川上 西出会員 卓話よろしくお願い致します。
ワンリチンさんがんばって下さい。

ﾛｰﾀﾘｰ財団100周年記念ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑとつどい参加報告

山下会長

財団 100 周年を祝う会合が、5 月 17 日、京都ホテルオークラにおいて、
2650 地区刀根ガバナー、役員はじめ地区内クラブ会長他関係者約 300 名が
参加して開催されました。
まずは、千玄室ロータリー日本財団理事長が基調講演で、ロータリーの奉
仕とは、
「あれをしてあげる、これぞしてあげる」という気持ちではなく、
「～をさせていただく」というサービス精神であること、ロータリーの会員
には、大きい包容力をもった寛容の心と、自愛、忍耐、そして高潔さ
「integrity」が大切であると述べられました。
さらに、例会に来る前と後では、何か得るものを得て帰ってほしいこと、
「おもてなし」とは、
「もって成す」という意味で、
おもてなしを押し売りしてはいけない。人間の情や心を差し上げるという事でこれを奉仕の中に入れて活動するべきであり、こ
れこそが真の奉仕だということを理解して欲しいと訴えられました。
その後、財団の援助を受けた財団学友の 3 名の女性がパネリストとなり財団の必要性と将来
についてシンポジウムが開かれました。その中のひとりでＮＨＫ国際放送局に勤務する榎原美
樹さんはバンコク特派員も経験され、スマトラ島大津波の取材もされたとのことでしたので、
その後の懇談会の席上、丸岡クラブがタクアパの孤児院で支援活動を行っていることや、ＩＴ
Ｖの復興住宅には地震後もずっと同じ住民が住み続けていることなどを地震から 13 年経った
現状をお話ししました。
榎原さんは 2 度目のバンコク特派員だった時期にあのスマトラ島沖大津波が発生し、プーケ
ットやタクアパ周辺の被害取材も行ったということで、現在行っている丸岡クラブの活動にも
大変興味をお持ちいただきました。

丸岡ロータリークラブ
会員数：３７名 例会場：丸岡城のまちコミュニティセンター
例会日：毎週月曜日 19 時00 分
事務局：〒910-0251 福井県坂井市丸岡町一本田福所 22-24-3 東角建設(株) ２F
TEL 0776-67-0410 FAX 0776-67－4811 E-mail webmaster@maruoka-rotary.com
クラブ広報委員会 委員長―奥村雅徳 会報委員会 委員長―倉田教信 副委員長―道木宏昌
委員―青池 進 前川 徹 瀬野友伸 笹埜 博

