
 

 

  

 

  

平成３０年 ２月２６日（月）第 1927回例会 

19：00   開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「それでこそロータリー」 斉唱 

会長挨拶  金 定基  会長 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

①ＲＩ第 2650地区 2020-21年度ガバナー 

 決定の連絡 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC会員 松原 六郎氏 

②ＲＩ日本事務局経理室より 

2018年 3月のレート 1 ドル＝108 円 

（ご参考：2018 年 2 月＝110 円） 

≪その他≫ 

①県工業学科課題研究発表会 出席御礼 

②丸岡城桜ボンボリ広告の依頼 広告料１万円 

委員会報告 

① 例会出席報告 

② ニコニコ箱 ﾛｰﾀﾘｰ財団 本日の寄付報告 

19：30  外部卓話 

坂井市丸岡包括支援センター長 

 山道 伊久江氏  

『 地域包括支援センターの役割 』 

20：00 閉会点鐘 

     
 

        

平成３０年２月２６日発行 

本日の例会  

平成３０年 ３月１２日（月）第 1929回例会 
ロータリーの友（３月号）解説 

 下田雑誌広報ＩＴ副委員長  

平成３０年 ３月１９日（月）第 1930回例会 
外部卓話：福井信用金庫 丸岡営業部 部長 

 中山 隆一郎氏  

 

平成３０年 ３月 ５日（月）第 1928回例会 
職場訪問例会  ≪時間場所変更≫ 

 １１：００ 職場訪問 嶺北丸岡消防署 

 １２：００ 例会 食事あります 

福井県内クラブ例会日・開催場所　

福井東・アオッサ3FWelAossa 福井南・繊協ビル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・福井パレスホテル
大　野・大野商工会館1F

福　井・ユアーズホテルフクイ
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・リバージュアケボノ

福井西・バードグリーンホテル

* 敦賀西・プラザ萬象

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

　　無印＝12:30開会　　＝19:00開会*

金 曜 日木 曜 日水 曜 日火 曜 日月 曜 日

今後の予定  

次回の例会  

ビジター受付のみ 12：00～12：30 

福井 RC 木 3/8 4/12 6/28 

福井南 RC 火 3/13,27 

福井東 RC 月 3/12 

福井西 RC 金 3/9 

福井あじさい RC 金 3/16 

三国 RC 金 3/2 

敦賀西 RC 木 3/8,15 

 

ビジター受付のみ 18：00～18：30 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火 5/13 

 

２０１８年２月２２日 前川重雄会員様が 

急逝されました。 

心よりご冥福をお祈りいたします。 



 

２月５日からの豪雪では、車中心の流通社会のもろさを痛感させられました。皆さん

はそれぞれのドラマを体験されたことと思います。 

私のクリニックも、大変でした。しかたがなく２月７日は休診としました。次の日も

除雪が来てくれないとのこと、しかし患者の薬を切らすわけにはいかないため、何とし

てでも診療しようと覚悟していたのですが、その夜たまたま通りかかったユンボを無

理やり止めて、駐車場入り口から玄関までだけ通れるようにしてもらえたのが幸いで

した。８日は木曜日でなんとか半日だけ診療しました。 

その日の午後は、高椋コミニュティーセンターでの救護班のボランティアでした。 

午後１時から９時までの８時間の缶詰です。８号線で雪に閉じ込められ 3 日間避難している方がいました。観光

バスの乗客３０人ほど、４人ご家族、雪道の苦手な女性ドライバーなどなど多彩な人々が避難していました。 

診療班は私と県庁勤務の保健師２人の 3 人態勢でした。そこで感じた事が 2 点ありました。 

一つは災害時とは言え情報・連絡の通らなさと誤報が大きな問題でした。閉じ込められた方は、「車にキーをつ

けたまま救護所へ避難していてください。車が動けるようになれば救護所に連絡します。」と言われたとのことで

すが、連絡は来ない。どこへ聞いても分からない。また、どこまで動くようになっているかも、どこも把握してい

ないという状態でした。 

もう一つは、救護を受ける側の意識状態でした。大川パン・ヤマザキパンは様々な種類のパン５００個ずつ差し

入れてくれました。老人ホームなどにも振り分けたそうです。私たちの夕食もそのパンでした。それから王将丸岡

店は、炒飯とおにぎり５０人分を雪の中歩いて持ってきてくれました。避難者は「パンはもう飽きていたのでうれ

しい。」と言う人もいましたが、わざわざ持ってきてくれた王将の人に、「ラーメンはないの。」「餃子もあったらい

いのに。」と言う人がいました。また、避難している和室に、「テレビがない。」とクレームをつける人がいるのに

は驚きました。勿論一部の人ですが、救援される側の精神状態に呆れました。不自由なのは良く分かりますが、救

援されて当たり前・サービスが行き届いて当たり前と思い込んでいる方がいるのでしょう。 

 

 

金 定基 会長挨拶                           ２月１９日（月） 

タイへ調査訪問報告              ２月１５日（木）～  

2/15～18 東角会員・松井会員・西出会員・三国ＲＣ南会長４名が、 

４０周年の 4 つ記念事業の調査の為に、タイへ訪問しました。 

＜４０周年記念事業＞ 

①スラム街の自衛消防組織の団員 2名を招聘し、 

嶺北丸岡消防署で研修  

 本年度国際奉仕委員会事業：地区補助金決定済 

・時期 2018 年 3 月 26 日～3 月 31 日 

②タイスラム街への消防ポンプ自動車 

（嶺北消防本部入替に伴う処分車）の寄贈 

 ・寄贈時期 未定 

③タイスタディツアー２０１８ （農作業のお手伝い） 

次年度国際奉仕委委員会事業：地区補助金申請対象事業 

・開催時期 2018 年 10 月   

・開催場所 タイ カンチャナブリ県プラティープ財団の「生き直しの学校」 

④タイ パンガー県の基本的教育と識字率向上のプロジェクト   

グローバル補助金対象事業（補助金支給済み） 

・事業時期 2017 年 12 月～3 年間  

・予算 784 万円（内 736 万円補助金） 

・寄贈先  タイ パンガー県 

 国際ロータリー3330 地区タクワパーRC とのﾏｯﾁﾝｸﾞ事業 



  卓 話                       ２月１９日（月）  

 

 

２月のロータリーの友の解説は下村会員の代わりに、私が解説させて頂きます。寒いです

がお付合いお願い致します。 

・国際ロータリー会長のメッセージ 「ロータリーの原点を思い出す」以下一読 

変化をしてきたからこそ、１１３年間残る団体である 

・ｐ2 ２月は「平和と紛争予防 紛争解決 月間」２月２３日はロータリー創立記念日 

・ｐ30 「パズルでロータリー」は、実は答えが創立記念日と非常に関りが深い数字になっ

ています。ヒントを申し上げておきますと、最初の例会が開かれた事務所の数字です。ロータリーの生まれた部屋

の〇〇〇号室と言う数字になっていますので、皆さん頑張って解いて下さい。 

・ｐ8 原爆の絵です。ｐ9 絵は非常によく似た絵ですが、こちらは原爆の後 再生した姿を表現 

した絵になっています。まさに、破壊と再生を表すような、とても象徴的な絵だと思いました。 

世代によって感じる事は、様々違うのではないかと思うのですが、私はこういった事を全く知らず 

に育っている現代に、生まれたことを幸いと思って感謝をして過ごしたいと感じました。 

・ｐ10 「特攻隊員に思いをはせ」 平和について考えるきっかけになりました。 

５千万人の犠牲者が世界中で出ていて、日本では３１０万人というと、日本は意外と犠牲者が少なかったのかなぁ

と感じました。ですが、学校ではそういう事をあまりフォーカスしないですね。 日本は敗戦国で、原爆を落とさ

れて、被害者の様な教育を受けてきたように思います。そこで、第二次世界大戦の事を調べたところ、戦争被害者

が五千万人と書かれています。これは民間人だけの数だと思います。調べた所によりますと、ドイツ１０５０万人、

イタリア７８万人、イギリス９８万人、フランス７５万人、ソ連２０１３万人、中国２３００万人、朝鮮半島２０

０万人、台湾３万人、フィリピン１００万人、タイ８千人、インドネシア２００万人、ベトナム２００万人、イン

ド３５０万人（ほとんど餓死者）アメリカ１０８万人、日本６４６万人 これはワールドアルマナックという所か

らの出展です。非常に個人的な見解なんですが、原爆から生き残るという記事と、次のページの 特攻隊に思いを

はせ と言う記事は、ある意味 とても日本にとって都合の良い記事であって、子供たちに戦争をしてはダメだよ 

と言う方向付けをしている様な印象を受けました。 

次の「元陸運通訳者の記録映画上映イベントで、若者と平和を考える」の記事は、逆です。日本軍が国外で、鉄道

を建設する為に、連合軍捕虜約６万人と現地アジア人２５万人に過酷な労働を強制して、拷問や疫病の蔓延から多

くの死者を出したことに対する贖罪の記事が書かれています。戦争に加害者も被害者もなく、戦争を起こすときは、

双方にそれなりの正義があって勝ち負けが決すると思います。今後それを教育して行くのであれば、被害を受けた

部分ときちんと自分たちが、どういった事を国外でやってきたかと言う事を明らかにして、教育をして行くべきだ

と思います。我々も加害者であったと言う事を教えていくべきではないだろうかと思います。最近、外国で地震が

起きると、日本人の被害者はいませんでしたと報道されますが、うまく情報操作をされていると感じる部分です。

ロータリーの友はきちんと両輪を書いているので、良い雑誌だと個人的に感じました。 

ｐ73（4）戦線からの生還・開拓・奨学金 戦地ビルマに行き、戦隊の中で自分だけ生き残ってし 

まってどうしようか申し訳ないと思いながら生きて来られた方の記事が載っています。 

読んで頂いた方が良いと思います。 

ｐ57（20）卓話の泉 「フィンテックとは」 この中に出てきたブロックチェーンと言う技術はイ 

ンターネット以来の大発明だと言われています。以下ブロックチェーンについて説明 

その後仮想通貨についての質疑応答 

 

《会員感想》 毎回ですが大変楽しく、解りやすく、そして色々な 

予備知識を加えての解説、とても勉強になりました。 

上屋敷会員ありがとうございました。      (文責  川上純幸) 

 

『ロータリーの友（２月号） 解説』    上屋敷 貴紀 雑誌広報ＩＴ委員長 

 



 

丸岡ロータリークラブ 
会員数：３５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 
公共イメージ委員会 委員長―下村晴夫 会報委員会 委員長―瀬野友伸 副委員長―笹埜 博 

委 員―倉田教信 竹内伸一 前川 徹 

川上純幸 

委員会報告                    ２月１９日（月）  

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 2 月 19日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 22,000円 555,000円 1,075,000円 

ロータリー財団 13,000円 427,100円 

米山記念奨学会 13,000円 314,000円 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 １４名 

金会長  以降、積もるほどの雪がふりませんように。 

林田幹事 やっと暖かい会場と思いきや！会場を変えた 

とたん暖房故障とは。。。上屋敷君 ご苦労様 

です。林田さん 復帰おめでとうございます。 

釣部   林田恒正さん 元気になられおめでとうござ 

います。 

小見山  林田様の元気なお姿を見ましてよかったで 

すね。 

北    林田恒正さん 良くよくなられてよかったで

すね。この２週間３７年ぶりの大雪で大変な事

でしたね。早く、春が来てほしいです。 

下田   上屋敷さん「友」解説ごくろうさまです。 

林田恒正 長い間お休みをいただき、その上お見舞いをい

ただきありがとうございました。 

山下   今日も除雪していましたが、もうコリゴリで

す。上屋敷さん 今日はご苦労様です。 

倉本   先日の豪雪にはホトホト参りました。まだ１月

ではなかったので少し良かったと思います。 

倉田   上屋敷会員 ロータリーの友解説よろしくお 

願いします。 

◆ロータリー財団◆   寄付者 １０名 
釣部 林田千之 下田 金  林田恒正 

倉本 倉田   水﨑 川上 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者 １０名 
釣部 林田千之 下田 金  林田恒正 

倉本 倉田   水﨑 川上 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 

2/19 ３５ １８ １１ ３ ３ 56.25% 

【メーキャップ】 2/20～2/23 事務局受付分 

 2/20 福井南RC 下田 2/26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 

2/5 ３５ ２１ ３ ８ ３ 68.75% 

 

       林田幹事より 

２／１４（水） 

福井県立坂井高等学校にて 

「福井県工業学科課題研究発表会」の 

審査と審議を行い、丸岡ロータリー 

クラブ賞を表彰してきました。 

 

主体性・創造性・問題解決能力を身に付けようと努力する 

工業学科の生徒たちの熱意に感動しました。 

特に、新聞記事にも記載されている科学技術高校の、酒かす 

のパッケージとジャムのラベルを考案した研究には、感心し 

ました。こうして、地域社会の支えになる若い力がどんどん 

育っていくことを願います。 

水﨑   会場変更しても寒いですね。 

上屋敷さんの「友」解説を聞くのが楽しみです。 

上屋敷  友の解説をさせていただきます。よろしくお願いします。 

川上   上屋敷さん 友解説がんばって下さい。 

竹澤   金メダル感動しました。上屋敷さん 友解説よろしくお

願いします。 

2018 年 2 月 18 日 

福井新聞 地域ニュース面に 掲載されました。 

 


