
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年１１月２日 発行 

平成２８年１１月 ２日（水）    第1873回例会 

18：30  開会点鐘 

     ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ斉唱（君が代、四つのテスト） 

会長の時間   祝事 

入会式 （関山 雄士 会員） 

ロータリーの友解説（１１月号）下村 会員 

幹事報告・委員会報告 

外部卓話  福井県議会議員 井ノ部 航太 様 

          『議員とはなにか』 

19：30  閉会点鐘 

福井県内クラブ例会日・開催場所　
火 曜 日

福井東・ｱｵｯｻ3FWel Aossa 福井南・繊協ﾋﾞﾙ8F大ﾎｰﾙ

福井ﾌｪﾆｯｸｽ・ｸﾞﾗﾝﾕｱｰｽﾞﾌｸｲ

勝　山・勝山市民活動ｾﾝﾀｰ
武　生・武生商工会館
若　狭・ﾎﾃﾙせくみ屋

敦　賀・福井銀行敦賀支店2F
鯖江北・神明苑内 * 福井水仙・福井ﾊﾟﾚｽﾎﾃﾙ
大　野・大野商工会館1F

福　井・ﾕｱｰｽﾞﾎﾃﾙﾌｸｲ
武生府中・農協会館３Ｆ

鯖　江・鯖江商工会館３Ｆ
三　国・三国観光ホテル

福井あじさい・ﾘﾊﾞｰｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ

福井西・ﾊﾞｰﾄﾞｸﾞﾘｰﾝﾎﾃﾙ

* 敦賀西・プラザ萬象

福井北・ｸﾞﾗﾝﾕｱｰｽﾞﾌｸｲ

** 丸　岡・城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

＝19:00開会　　＝18:30開会* **

月 曜 日 木 曜 日水 曜 日 金 曜 日

　

平成２８年１１月１６日（水）  第1875回例会 
山中RCとの合同例会  例会場：城のまちｺﾆｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

外部卓話   北陸財務局 福井財務事務所 

所長 木内 清（きのうちきよし）様 

   懇親会は、「大森料亭」に移動して開催します 

平成２８年１１月２３日（水）  祝日の為休会 

平成２８年１１月３０日（水）  第1876回例会 
外部卓話   株式会社 ぼんた 

代表取締役社長 齋藤 敏幸 様 

 

11/19(土) 福井県下ＲＣ 会長幹事会 

       山下会長・杉本幹事 出席予定 

 

お知らせ

平成２８年１１月 ９日（水）  第1874回例会 
クラブフォーラム  ロータリー情報委員会担当 

 

今後の予定

本日の例会 次回例会



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

本日は悪天候の中多くの会員が出席されているようで大変うれしく思います。今日のお客様は、福井銀行丸岡支店

の渡辺史郎様です。後ほど、地元に根差したＣＳＲ（企業の社会的責任）に関する卓話をお願いしております。 

さて、10月24日は「世界ポリオデー」で、今月のロータリーの友でもご紹介の通り、昨日の朝よりイベントの

生中継がネットで配信されていました。そういう記念日に合わせて、本日はジョンFジャームＲＩ会長のポリオに

関する国際競技会での講演ビデオを見て頂きます。（ビデオ鑑賞後）私は、ジャーム会長が涙ながらに「ポリオな

んかに勝利させてはいけない」との言葉が印象に残りました。また、家族の中でこのような苦難を経験したからこ

そ、以前ジャーム会長が財団の役員の時に飛躍的に寄付金が増えたという功績があるのではないかと感じました。

過去には毎日1000件のポリオ患者の発症が、今は1週間に１件ほどに減りましたがまだ世界中では撲滅されて

いません。「END POLIO NOW」是非、この機会に改めてロータリー財団の意義を再認識して今後もご寄付をお

願いする次第です。（当日流したビデオは、2650地区のホームページの各種資料にアップされています。） 

 
幹 事 報 告 　幹　事　　杉　本　政　昭

来 簡 

≪ガバナー事務所より≫ 

①【米山学友会より】 年末交流会の開催のご案内 

１２月３日（土）１３：００～１６：００ 
京都市国際交流会員にて 

②会長エレクト・次年度幹事ご予定者・貴クラブ情報 
ご提供のお願い 
⇒金会長エレクト 林田千之次年度幹事へ回答依頼 

③「上半期 社会奉仕部門事業報告書」ご提出のお願い 
④2016-17年度まちづくり基金奨励金のご案内 

≪他クラブ≫ 

①ＩＭ（第５組）御礼 ⇒ ホストクラブ 武生ＲＣ 
 

  

会 長 の 時 間 　会　長　　山　下　健　治

ビジター受付のみ18：00～18：30 

福井水仙RC 木 11/24 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火 11/29 12/20 1/31 

 

ビジター受付のみ12：00～12：30 

福井RC 木 12/15 1/12 

福井東RC 月 12/19 

福井西RC 金 11/25 12/16 

福井南RC 火 11/15,22 

福井北RC 水 12/7,21 

福井あじさいRC 金 12/16 

鯖江RC 金 11/25 

武生RC 火 11/15 

※ 地区内のクラブ間の例会行事等の連絡方法が変更に
なりました。  各クラブの例会情報は、 
２６５０地区のホームページの 
「クラブ情報」→「例会情報」でご確認ください。 

ポリオ撲滅に向けて            10月24日は「世界ポリオデー」 

1979年、ジェームス L. ボーマーRI会長（当時）がフィリピンに赴き、子どもたちにポリオ予防接種を行
いました。これは、ロータリーがポリオ撲滅活動に着手した初期のことです。会長が赤ちゃんの口に経口ワ
クチンをたらすと、その横で子どもの手が彼のズボンを引っ張りました。赤ちゃんの兄弟です。会長を見上
げて懸命にこう言いました。「ありがとう。ロータリー、本当にありがとう」 
ロータリーがポリオ撲滅に取り組み始めるまで、毎年35万人の人びとがポリオによる麻痺障害に苦しみ、
そのほとんどは子どもでした。このフィリピンの子どもは、ポリオがどんな病気であるか、そしてロータリ
ーが自分の小さな弟のために何をしたかをはっきりと理解していました。ポリオプラスの発足から 31年が
経った今、フィリピンを含む、世界のほぼすべての国のこどもたちはポリオという病気やその恐ろしさを知
ることなく成長しています。過去には毎日1,000件のポリオが新たに発症していたのが、現在では平均する
と1週間に1件未満となりました。しかしポリオのへ恐怖心が弱まると同時に、この病気への注意も弱まっ
ています。今こそこれまで以上にポリオへの意識を高め、ポリオ撲滅を最も重要な公的アジェンダに置き、
政府の取り組みの優先事項とすることが非常に大切です。ポリオ撲滅の取り組みがまだ終わっていないこ
と、そしてロータリーがポリオ撲滅のために今もなお取り組んでいることを世界に知ってもらう必要があり
ます。 
ロータリーは10月24日の「世界ポリオデー」を記念して、ポリオ撲滅に必要な基金を募ります。皆さんに
は所属クラブ、地域社会、オンラインでのイベント開催によるご協力をお願いいたします。アイデアや資料
は、日本語で、endpolio.org/ja/worldpoliodayよりダウンロードいただけます。また、同リンクからロー
タリーへのイベント登録が可能です。私を含む数万人のロータリアンとともに、アトランタの米国疾病対策
センター（CDC）で午後6時（米国東部標準時／日本時間の25日午前8時）にライブストリーミングで配信
される世界の最新動向をご覧ください。CDC所長のトム・フリーデン氏、その他の専門家、素晴らしい講演
者とともに私も参加し、ポリオ撲滅に関する科学、パートナーシップ、人間ドラマなどの内部事情をお伝え
します。 
当日はロータリアンにとって大変素晴らしい時間となるでしょう。私たちは、ポリオプラスの終わりとポリ
オのない世界の始まりに向けて、最後の闘いにより一層力を注いでいます。これは、「人類に奉仕するロー
タリー」によってポリオ撲滅を達成する、まさに人生に一度のチャンスです。 

2016～ 

2017 年度

ＲＩ会長 

John F. Germ 

 

１０月の 

メッセージ 

 

ラオス ポリオミッション 寄付 
当クラブ徴収寄付金 ３１，０００円⇒10/28 地区へ送金 
会員の皆様 ご協力ありがとうございました。 

 

11/21（月）・11/22（火）岡田事務局員休みに付、事務局閉局します。 
緊急連絡等は杉本幹事までご連絡ください。 
「ご迷惑おかけしますが、よろしくお願い致します。」 事務局 岡田 

http://www.endpolio.org/ja/worldpolioday


 

 
『地方創生に向けた取り組み』 

福井銀行 丸岡支店 支店長 渡辺 史朗 様 
《自己紹介》 

平成元年に福井銀行に入社し8店舗程異動後、越前町の織田支店長として約１年、その後

本部にて営業統括推進チームに約2年、秘書室に約１年おりました。以後、富山の新庄支店

長を経て再度本部で営業統括推進チームに戻り、去年の 4月に丸岡支店に異動となりました。

私ごとですが、支店長クラスを約 10 年経験して人材育成、営業店の運営がやっと判ってき

たと言う心境です。 

《地方創生に向けた取組み》 

「1」福井県を取り巻く環境と福井銀行の取組み 

 福井県を取り巻く環境として、北陸新幹線の開業・自動車道路整備・福井国体などがあ

げられます。環境の変化により経済に大きな影響を与えます。福井県にとって１００年に

一度とも言える非常に大きなチャンスが到来します。福井県の魅力は、幸福度全国１位・教育水準の高さ・企業の高い技術

力・豊富な観光資源ですが、この魅力を活かし、交通網の整備や国体の開催また、駅前再開発を合わせて盛り上げていく事、

官民共創・協働して戦略的に各種事業を推進していくことを中期経営計画に立てています。 

これを基に、福井銀行の営業店では、どのような取組みをしているのかを説明しますと、地域産業・コミュニティ（地域・

暮らし）への積極的関与の永続です。 

産業面からは、①地域産業への面的支援 ②成長分野での協働。 

地域・暮らしの面からは、コミュニティ強化・支援をやっていきます。 その中で平成28年10月5日に坂井市・福井銀行・

福井信用金庫・リコージャパンによる地方創生に係る包括的連携に関する協定締結しました。 

「2」坂井市を取り巻く環境 

日本の人口は、１億2700万人でH22年から0.7％減となっており、日本は世界で10番目です。福井県の人口は、78万人

で H22年から2.4％減となっており、日本で 43番目です。最後に坂井市は、９万人で H22年から 1.74％減で、坂井市は福

井県で2番目です。また、坂井市は、“住みよさランクング”では5年連続TOP5にランクインしています。一方“住みたさ

ランキング”は990位/1000市町となっており、まだまだ認知度が低いです。知名度を上げなくてはいけないと思います。

将来推計では、市町が何もしなければ約20年後に子供は半減するとなっています。 

人口減少の主な要因として2つあります。 

①自然動態の減の背景には、未婚化・晩婚化・晩産

化による出生数の減や現代若者の意識の変化 ま

た、出生率の低下がありこの結果、出生数＜死亡数

となります。 

②社会動態の減の背景には、希望する企業、都会生

活への憧れによる若者の県外流出、また世帯の市外

流出があります。結果、転入＜転出となります。 

そこで、人口減少の影響と言うところで、若者の坂井市離れが起き、坂井市の魅力低下となり負のスパイラルが起き、何とか

食い止めなくてはいけないのです。 

「3」旧坂井市6支店の取組み“ふるさと創造プロジェクト” 

坂井市の6支店は何が出来るかを考えた結果、高校生に対し、必ずある将来の就職を考える時期に備え、地元の企業・産

業を知ってもらう機会を増やす取組みをしていきます。 

毎年約3千人の高校生が県外に出ていき、Uターンが約3割の千人です。その要因として地元には世界や国内でトップシ

ュアを誇る優良企業があるものの、知名度が低いことに着目し、地元各校と PTAにアプローチしました。また、企画例とし

て「地元の産業を知って、働くを考える」「セミナー百聞は一見に如かず、地元の企業見学」等を計画・実践中です。継続

的に実施するために、PTA、学校、企業、地公体が連携した組織化や賛同企業の調整・県市の企画との連携をしていきます。 

「4」丸岡高校での取組み 

6月には丸岡高校で地元企業、生徒、親をそれぞれ代表した 9人によるパネルディスカッションを実現し坂井市とも連携

し職員がコーディネーターを務めて実施しました。その中で、高校生もやっぱり地元を考えなくてはいけないと言う考えを

持つようになったとの事です。 

以上、最後に我々地方銀行とは、お金を融通するだけでなく、地域の発展・育成のためにこの様な活動を行っていることを知

っていただく為に今回お話しをさせていただきました。 

＜会員感想＞ 

私も2～3年後に就職をむかえる息子が2人いますが、やはり私も地元で就職してもらいたいと思っています。 

就職先を決める時に子供と話し合い地元の素晴らしい魅力ある企業を紹介出来るようにして、人口減少に貢献したいと思って

います。                                           （文責 青池 進） 

外部卓話                       プログラム委員会 



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：毎週水曜日18時30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 

『丸岡城天守を国宝へ』 応援しましょう！  ⑤ 

丸岡城展望について（城周辺）その１                    （坂井市丸岡観光協会公式サイトより） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告                      １０月２６日（水） 

◆ロータリー財団◆   寄付者 １７名 
釣部 林田千之 前川重雄 北 下田 金 奥村 
髙嶋 山下 倉本 倉田 杉本 松井 道木  
上屋敷 笹埜 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者 １６名 
釣部 林田千之 前川重雄 北 下田 金 奥村 
山下 倉本 倉田 杉本 松井 道木  
上屋敷 笹埜 竹澤 

◆出席報告◆  出席委員会 

例会日 会員数 出 席 届有欠 届無欠 
出席免除者 

欠席 
例会出席率 

10/26 ３７ ３２ １ ２ ２ 91.43% 

【メーキャップ】 10/25～11/1 事務局受付分  

10/27  福井RC  下田 11/9分  金 11/9分  前川徹 10/27分 

 

例会日 会員数 出 席 ﾒｰｷｬｯﾌ゚  欠席者 
出席免除者 

欠席 
修正出席率 

10/12 ３６ ２０ ４ ８ ４ 75.00% 

 

 
◆寄付金の状況◆  ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 10月26日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 24,000円 459,000円 989,000円 

ロータリー財団 20,000円 231,000円 

米山記念奨学会 19,000円 232,000円 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 １８名 
山下会長 本日は、渡辺支店長卓話ありがとう 

ございます。 

杉本幹事 福銀支店長渡辺様卓話ありがとうございま 

す。 

釣部   福井ＢＫ 支店長 渡辺さん 

卓話ありがとうございます。 

林田千之 福井銀行支店長渡辺史朗様 本日は 

よろしくお願いします。 

山岸   渡辺支店長 卓話ありがとうございます。 

前川重雄 渡辺様 本日は卓話ありがとうございます。 

下田   渡辺支店長 卓話ありがとうございます。 

金    マイコプラズマ肺炎が流行しています。 

又、インフルエンザ（Ａ型）もポツポツ 

見られます。 

奥村   福井銀行丸岡支店 渡辺支店長 

本日は、卓話ありがとうございます。 

髙嶋   渡辺支店長 卓話ありがとうございます。 

倉本   福井銀行丸岡支店 支店長渡辺史朗様 

本日は、卓話ありがとうございます。 

倉田   福井銀行丸岡支店 支店長渡辺様 

卓話有難うございます。 

 

柿木  福井銀行丸岡支店長 渡辺史朗様 卓話宜しくお願いします。 

松井  福井銀行丸岡支店長 渡辺史朗様 外部卓話よろしく 

お願いします。 

道木  渡辺様 本日は卓話ごくろう様です。 

上屋敷 渡辺様 本日は卓話よろしくお願いします。 

笹埜  渡辺先生 本日は、卓話ありがとうございます。 

    勉強させていただきます。 

竹澤  娘の二十歳の誕生日を祝して。 

   

一筆啓上石碑 
「一筆啓上 火の用心 お仙泣かす 

な 馬肥せ」徳川家康の家臣本多 

作左衛門重次が陣中から妻に宛て 

て送った手紙として有名です。 

「お仙」とは後の丸岡城主本多 

成重（初代丸岡藩主 幼名：仙千代） 
のことです。この石碑が縁で、 

日本一短い手紙文の一筆啓上賞の 

起こりとなりました。 

一筆啓上賞 
 入賞作品掲示板石碑 

一筆啓上石碑が縁で1993年 

にスタートした「日本一短い 

手紙文コンクール」の一筆啓 

上賞は全国に一大ブームを 

巻き起こしています。その入 

賞作品の一部は一筆啓上茶 

屋横と本丸への登り階段脇 

掲示板に展示されています。 

外堀の一部 
丸岡城を取り囲む内堀は明 

治時代には埋め立てられ、今 

は道路になっています。外堀 

は用水路となり、今も町のあ 

ちこちにその面影が残って 
います。 


