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令和２年 ２月２４日（月）祝日の為 休会

令和２年 ３月 ２日（月）第 2011 回例会
祝事

委員会の日（グループ毎）

次回の例会

令和２年 ３月 ９日（月）第 2012 回例会

新入会員卓話 竹吉 睦会員 『（未定）』

令和２年 ３月１６日（月）第 2013 回例会

Ｄグループ卓話 青少年奉仕委員会担当

令和２年 ３月２３日（月）第 2014 回例会

移動例会

職場訪問 「福井新聞社」 現地集合

12:30 本社 1階にて昼食

13:00 例会

13:15 施設見学

（１時間程度）

令和２年 ３月３０日（月）第 2015 回例会

外部卓話 山田賢一様

福井県立大学理事長 『（未定）』

今後の例会予定

令和２年 ２月１７日（月）第 2010 回例会

19：00 開会点鐘

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「我らの生業」 斉唱

会長挨拶 東角 操 会長

幹事報告

≪ガバナー事務所より≫

①地区大会における選挙人選出の御願い

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

櫻川 幸夫 様（福井南ＲＣ）
福井市成願寺町波著寺史跡を守る会

資料委員
酒生地区 歴史語り部

『村の光秀』（明智光秀について）』

20：00 閉会点鐘

本日の例会

福井 RC 木 12:00～12:30 3/12 4/2 ホテルフジタ１F

福井水仙 RC 木 18:00～18:30 3/26 福井パレスホテル

福井北 RC 水 12:00～12:30 2/19 ホテルフジタ１F

三国 RC 金 12:00～12:30 2/28 三国観光ホテルフロント

福井東 RC 月 12:00～12:30 3/16,23,30 アオッサ１Ｆ入口付近

福井西 RC 木 12:00～12:30 3/26 護国神社社務所

福井ﾌｪﾆｯｸｽRC 火 18:00～18:30 3/10 ホテルフジタ福井 1Ｆ

福井あじさいRC 金 12:00～12:30 3/13 4/10 リバージュアケボノ

ビジター受付のみ実施日 詳しくは https://rid2650-pub.com/

令和２年 ４月 ５日（日）
地区大会 国立京都国際会館にて １６名登録

令和２年 ４月１１日（土）
島原南ロータリークラブ 姉妹クラブ締結式

令和２年 ４月１２日（日）
次年度役員地区研修会 国立京都国際会館にて
★杉本会長はじめ 次年度の役員の方参加よろし
くお願いします。

⇒後日出席要請します。



本日は急遽欠席の東角会長の代理で挨拶させていただきます。

新聞の記事で、明治大学教授の齋藤孝さん本「大人の道徳教科書」の紹介がありました。そ

の記事の中で、著書の齋藤孝さんへのインタビューで、日本人を支えた礼節勤勉の教えという

事がかかれていました。「戦後の日本は焦土から立ち上がり、奇跡のような経済復興を成し遂

げます。それを担った経済人は戦後否定されたはずの戦前の教育を受けた人です。彼らには『礼

節を守り、まじめに学び、勤勉に働くことが大切なのだ』という儒教的な教えが根付いていま

した。メンタルもタフで、簡単にはへこたれない。今の若い人が『心が折れやすい』のは、そ

うした土台が崩れてしまったせいもあると思いますね」とおっしゃっています。

私も以前から何度かお話をさせて頂いているように戦前の教育は何もかもが悪い、その戦争につなげて全部禁止を

し、その中で特にまずかったのは「修身」という教科をなくしたことと思います。今回は、とても共感できる記事

をご紹介させていただきました。本日は、八百山会員、卓話とても楽しみにしています。お願いします。

【ＴＨＥ ＩＮＴＥＲＶＩＥＷ】（産経新聞）礼節・勤勉の教えが日本人支えた 志の共

有で今こそワンチームを 明治大教授・齋藤孝さん『大人のための道徳教科書』

テレビで拝見する姿は若々しく優しげだ。ソフトな語り口で、いろんなことを分かりや

すく解説してくれる。きっとお茶の間の好感度は抜群だろう。おまけに出身校は最難関の
大学、本を出せばベストセラーを連発…。同い年の記者は、あまりの「違い」に愕然（が
くぜん）としてしまうが、共通項も見つかった。マークシート方式の共通一次試験を受け

た１期生。父親が戦前育ち。そして、訳の分からない「道徳の時間」である。
終戦後、連合国軍総司令部（ＧＨＱ）の方針に沿って学校教育から「修身（しゅうしん）」

の授業がなくなり、儒教的道徳観に関することなどが排除される。それは昭和３３年に正

式な教科ではない「道徳の時間」が設けられた際も基本的に変わらなかった。
あいまいな状態は昨年（小学校）「特別の教科 道徳」が設けられるまで続く。

「終戦後、戦前の教育は戦争に結びつけられて否定されました。軍国主義はよくないが、戦前の教育のすべてが

そうだったわけではない。長い歴史の中で日本人を支え、共有されてきた道徳観、倫理観も一瞬にして断ち切られ
たのです。共有できる精神の柱を持たない国（民）は弱い。だから、（教科としての）道徳の授業を受けられなか
った大人のために、素材を提供したいと思ったのです」

本書に、明治期に書かれた新渡戸稲造（にとべ・いなぞう）の「武士道」が登場する。宗教によらない日本人の
道徳観や生き方の美学を紹介したもので、同書は各国で翻訳され、大きな反響を呼ぶ。「『武士道』の内容の多くは
儒教的道徳観によるもので、日本人の『宝』というべき価値観でした。江戸時代の寺子屋は『論語』を教科書に使

っていましたので、その価値観は武士だけでなく、町人や農民らにも共有されます。それは、形あるものが焼け落
ちても変わらないものでした」
そのことを証明するように、戦後の日本は焦土から立ち上がり、奇跡のような経済復興を成し遂げる。「それを担

った経済人は戦後否定されたはずの戦前の教育を受けた人です。彼らには『礼節を守り、まじめに学び、勤勉に働
くことが大切なのだ』という儒教的な教えが根付いていました。メンタルもタフで、簡単にはへこたれない。今の
若い人が『心が折れやすい』のは、そうした土台が崩れてしまったせいもあると思いますね」

戦後７０年以上、あいまいな道徳教育を続け、共有できる精神の柱を失った弊害は随所に現れている。そのひと
つが「公共心」の欠如だろう。例えば難関大を出て政治家や官僚、企業人となったエリートが「自分さえよければ
いい」と私利私欲に走り、事件やスキャンダルを引き起こす。

「国を背負って立つエリートは何をしなければいけないのか？ その判断ができていないし、意識も足りない。
明治から戦前の教育を受けた日本人の根幹にあったのは志（こころざし）の共有だったと思います。いま皆でオー
ルを懸命に漕（こ）がねば船（国）が沈んでしまう。まさにワンチームですよ」

では今後の日本人は大丈夫なのか？ 「日本人は基本的に穏やかで前向きです。他の国の良い所を取り入れる、
しなやかさもある。『道徳』は法律の外にあるクッションのようなもの。その幅を少し広げれば大丈夫ですよ」

林田 千之 直前会長挨拶 ２月１０日（月）

【審議事項】 全て全会一致で承認

①３月プログラムについて 【柿木クラブ管理運営理事】

②3/23 職場訪問例会について 【 竹澤職業奉仕委員長 】

③2/27 新入会員オリエンテーションについて

【瀬野会員増強・退会防止理事】

第９回理事会 議事録 ２月１０日（月）

日 時 内 容

3/2（月）
祝事

委員会の日

3/9（月）
新入会員卓話

竹吉 睦 会員 『（未定）』

3/16（月） Ｄグループ卓話 青少年奉仕委員会担当

3/23（月） 移動例会 職場訪問「福井新聞社」

3/30（月）
外部卓話

福井県立大学理事長 山田賢一様

３月プログラム

【報告事項】

①12/22 バツ婚クラブ 決算

②1/24 定時制コミュニケーションスキルアップ事業 決算

③1/27 新年会 決算

④上半期 クラブ会計 収支報告



新入会員卓話 ２月１０日（月）

皆さんは、日常生活の中で何気なく使用している道路、その中で「何だか変だなぁ」と感

じた事はありませんか？「道路の付近、交差点、信号機、歩道、車道、街路樹や植込み、

停止線、道路標示版、カーブミラー」等々を意識して見た事はありますか？私はバス会社

を営む立場から、よく乗務員と議論をするのが「交通事故は無くせないものなのか？」、

また「事故による死者や負傷者数を減少する事は出来ないものなのか？」と言う事です。

交通事故は、起こした本人と因果性のあるものに責任はありますが、事故を起こした本人

と起こされた被害者の双方に、悲惨な現実は待っています。最近、「歩道上に車が突っ込

み、

歩行者に死傷者が出た」と言うニュースをよくテレビ・新聞紙上等で良く目耳にします。

しかし、歩道上に突っ込んだ運転者は悪いとして、他に歩行者を守る手立てはなかったのだろうか？何かをどう

にかする事で事故は減るのではないだろうか？そこで私が結論として出したのが、車道と歩道の境界にある「縁石

の高さ」に問題があるのでは無いだろうか？車道と歩道の境界を高くすれば車両は乗り上げなくなるのではないだ

ろうか？更に疑問に思う事は、歩道と農地（田圃）の境界にはガードパイプが設置されているが、例え無くて転落

しても衣服が汚れ最悪、骨折だけで済むのではないか？それだけで死亡率は大幅に削減されるのではないか？ガー

ドパイプを何故、車道側に設けないのか？考えれば考えるほど行政の在り方に問題があると思わざるを得ません。

答えは簡単です。「除雪費が高騰するから。土木建設費が高騰するからなのです。負傷者や死亡者がでても「保険

会社の負担」になるからです。人口が減り、国民からの税収入が減る中で人命の尊さを重視せず、むしろ軽視され、

死亡事故を起こしても「飲酒していたから精神状態が普通じゃなかった」と罪も軽量化されています。

飲酒事故で亡くなった家族の思いは、運転者の苦しみよりも少ないと言う最近の司法判断であるが、私の父は３

５歳・母は３７歳の時に交通事故により他界しましたが、猶予が付き、免許処分、罰金刑のみで終りました。何れ

にせよ、「道路には視野を妨げるものを、設置したり植えたりしてはいけない」と言う事です。又、人も通らぬ歩

道が異常に広いのは福井県です。

私は、元の職場で人事と教育・安全と教育を職務としていた時の事ですが、会社に出入りする車両が頻繁に事故

に遭ったり、起こしたりするものですから過去のデータを再調査すると、原因は「道路の街路樹」に原因がある事

が判り、樹木の除去を依頼しようと警察に電話を掛けた所、電話で・「道路公団」・「国道維持管理」・「県緑化対

策室」へと、たらい回しにあいました。結果、深夜に自前で除去しましたが、お咎めはありませんでした。その後

の事故は全くありませんでした。交通安全を謳う前に、「現在自分が走っている道路に疑問を持つ」事が大切だと

私は思います。そして誰でもいい「権力有する方に、道路上における疑問を提案する」事が重要だと考えます。し

かし恐らくは返事はノーだと思います。省庁、各部署にて、たらい回しにされることでしょう。それが現実と言う

事です。

２～３年前に大雪で渋滞が発生し、数日間道路上に止められた事は記憶に新しい所でありますが、県や市町村に

は何故、スノーモービルが１台も無いのでしょうか。雪山やスキー場等で非常時には、道なき山林や雪山で怪我人

や、遭難者を船に乗せ下りてきます。平地の道路や・歩道・田圃等、何の障害もありません。船に食料や・スコッ

プ・燃料等運ぶには最適だと思いませんか。当然の事乍ら、免許上の問題が発生すると思いますが要は、この非常

時をどの様に打破するのかが問題で、国土交通省に教えを頂きながら解決すれば、１台１００万円前後で新車を購

入するか、レンタル等を探すか方法はあったと思いますが皆さんは如何でしょうか。今日は大変貴重な時間を頂き、

有難う御座いました。

最後になりましたが、私は以前の職場を通じ、王子運輸（東京北区王子グループ）グループ、運輸労連（運送会社

最大の労働組合組織）、福井県トラック協会等で、「何故、事故は発生するのか」・「会社の為に働くのか、自分の

為に働くのか」・「儲かるのか？儲けるのか？」・「会社と労働組合の在り方」等で、年間１２０日程全国を巡って

いました。今は、「貸切バス安全評価制度」の星３つ（最高）を維持すべき努力を懸命続けています。

『交通事故を減少する為に道路に対する疑問を持つ！』

八百山正栄 会員（2019.7.1 入会）有限会社サポート観光（丸岡町西瓜屋）代表取締

＜会員感想＞ 普段通っている道路に疑問を持ちましょうという言葉が印象的でした。視点を変えるといろんな

ところに事故の危険が潜んでいました。事故リスクを軽減することに行政も民間も限界があるようですので、ド

ライバーのマナー向上が不可欠ではないかと感じました。

（文責 上屋敷 貴紀）



◆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 10 日 累計 会費含む累計

ニコニコ箱 15,000 円 564,000 円 1,584,000 円

ロータリー財団 12,000 円 469,800 円

米山記念奨学会 11,000 円 395,000 円

◆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

2/10 ３４ ２３ ９ ０ ２ 71.88%

【メーキャップ】

◆ニコニコ箱◆ 寄付者 １４名

竹内幹事 八百山会員 本日の卓話よろしくお願いしま

す。

釣部 八百山様 卓話ごくろう様です。

林田千之 八百山さん 卓話楽しみにしています。

北 八百山様 卓話ありがとうございます。

下田 八百山さん 卓話頑張ってください。

奥村 八百山会員 会員卓話頑張って下さい。

山下 新型肺炎・インフルエンザ・交通事故と気をつ

けること多すぎますが、八百山さんよろしく。

倉本 八百山新入会員 卓話本日はご苦労様です。

水﨑 八百山さん 卓話ご苦労様です。

前川徹 寒くなりました。インフルエンザ・新型肺炎に

お気をつけください。

委員会報告 ２月１０日（月）

◆ロータリー財団◆ 寄付者 １１名
釣部 林田千之 下田 奥村 林田恒正 水﨑 杉本
竹内 松井 八百山 南勝文

◆米山奨学会◆ 寄付者 １０名
釣部 林田千之 林田數一 下田 奥村 林田恒正
竹内 松井 八百山 南勝文

瀬野 八百山会員 本日の卓話よろしくお願いします。

西出 八百山会員 卓話宜しくお願い致します。

八百山 寒い中、お話を聞いて頂いてありがとうございます。

南勝文 寒い中、御苦労様です。

丸岡ロータリークラブ
会員数：３４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

（月）14時～18時（火～金）13 時～17 時

TEL 0776-67-0410 FAX 0776-67－4811 E-mail webmaster@maruoka-rotary.com
公共イメージ委員会 理事－上屋敷貴紀 会報委員会 委員長－副委員長－上屋敷貴紀

委 員－八百山正栄 竹吉睦

西出国際奉仕委員長より

①お願い

タイのカンチャナブリ「生き直しの学校」の１１歳の男児が、強い菌に感染し血管を通って体

中に細菌が回り一時意識不明の重体になりました。投薬し続けて現在は意識が戻りました。しか

し、週に 3回、1回 4 時間の人工透析を受けている状態です。治療には、多額の費用がかかりま

す。皆様からの善意のお気持ちをいただきたくお願い致します。

②報告

次年度の国際奉仕事業で、タイから１０名の生徒を招待し丸岡高校、坂井高校で研修をしてもらう事業を企画し

ています。準備委員会を立ち上げて 1回目 2回目と会議をしました。詳細が決定しましたらご案内させていただき

ますが、１０月２０日から１０月３１日までの日程で計画しています。長期間にわたる大規模な事業ですので皆様

のご協力よろしくお願い致します。

お陰様にて、例会後皆様からの募金は、４５，０００円集まりました。ありがとうございました。

クラブからの１０，０００円と合わせて１１日からタイを訪問する松井会員に託しました。


