
 
  

令和３年 ６月 ７日（月）第 2041 回例会 

19：00 開会点鐘 

君が代・ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「四つのテスト」 斉唱 

会長挨拶    杉本 政昭 会長 

祝  事   ５月 ６月 会員誕生日  結婚記念日 

会員夫人誕生日 

米山奨学金授与  ６月分  

チャン・ザ・ウエイくん 自己紹介 

伝 達 式    松井 寛  会員 

幹事報告   三寺 康信 幹事 

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 

一般社団法人丸岡城天守を国宝にする市民の会 

理事長 大濃 孝尚 様 

「市民の会の活動について」 

20：00  閉会点鐘 

 

本日の例会  

令和３年 ６月１４日（月）第 2042 回例会 

会員卓話 水﨑 亮博 会員 

     「丸岡往来について」 

次回の例会  

令和３年 ６月２１日（月）第 2043 回例会 

スポーツ例会 

丸岡体育館 卓球場 

「みんなで卓球をしよう！！」 

出欠を事務局までご連絡ください 

令和３年 ６月２８日（月）第 2044 回例会 

クラブアッセンブリー 

「１年を振り返って」 

今後の予定  

幹事報告  

① 2021 年度バーチャル国際大会 

  オンライン登録用紙が届いています 

② 地区ディスカッション・リーダーに就任依頼 

  対象者：杉本会員 松井会員 

 

 

※ 各委員長へ 

今年度活動報告書 次年度活動計画書 を 

事務局まで、ご提出ください。 

 

令和３年６月７日発行 

県下ロータリークラブ全て、ビジター受付はありません。 

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

 

連絡の徹底お願いします 

①欠席は理由を添える 

  ②オンラインでの例会参加希望 

例会開催月曜日１５時までに 

事務局にご連絡ください。 



 

  

皆さん、こんにちは。県内から、毎日多数の新型コロナ感染が確認されてます。

感染対策には十分注意しながらお過ごしいただきたいと思います。 
ゴルフの松山選手が優勝しました。ずっとテレビを見て寝不足の人も多いと思い

ます。世界の４大メジャー大会の一つでありますマスターズ・トーナメントでの優

勝でしたが、あらゆるプレッシャーに負けず日本人では初の偉業を達成しました。

この大会が行われたゴルフ場は、「オーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブ」という

のですが、メンバーは世界中に 300名程度、新規メンバー希望者は数十年待ちと言
われているゴルフ場と言う事です。もちろん一般人はプレーできないゴルフ場です。

日本人のゴルフ人口は約 600 万人と言われていまして、これは 15 年前の半分の人
口となっているそうで、このゴルフ人口減少は益々加速するといわれている中、松

山選手の優勝は大変明るい話題となりました。 
当クラブでも、ゴルフコンペを行っているのですが、年齢と共にリタイヤしてし 

まう会員さんもおられて、昔に比べたら少し寂しい状況となっています。ただ、コロナ禍において、健康やストレ

ス解消、また親睦という点では大変良いスポーツだと思います。僕も何歳まで出来るかわかりませんが、出来る限

り続けていきたいスポーツです。当クラブのゴルフコンペにも参加し続けて、皆さんと楽しく親睦を図っていきた

いと思っています。本日は、東角会員の卓話です。どうぞよろしくお願いします。 

杉本 政昭 会長挨拶                         ４月１２日（月） 

会員卓話                         ４月１２日（月） 

東角 操 会員 

「出来事が人生を変える～人生未だ半ば、振り返る６３年間～」 

ロータリークラブに入会してちょうど 20 年経ちます。最初の 10 年間は、県会議

員だったこともあり、あまり活動は出来ませんでしたが、その後は様々な形で、私

の持っているスキルを発揮させていただきました。国際奉仕事業も展開し、少しは

何かのお役に立ったかと自負しています。 

 本日の卓話は、大それたタイトルですが、私の人生を振り返ってお話させていた

だきます。 

1958年 1月 30 日：向皇子（継体天皇）のふるさとである丸岡町女形谷で誕生。   

幼少期・長畝小学校時代：野や山を駆け回るわんぱくガキ大将。学校で一番背の低い平凡な児童だった。飯焚き・

風呂焚きが日課。新聞配達の手伝いをしていた。作文が上手だった。 

丸岡中学時代：水泳部に入部。クラスで一番のチビであったが、坂井郡水泳大会で三年間一番 

丸岡高校時代：水泳に明け暮れる日々。先輩をひっぱりながら、弱小水泳部を福井県で一番までにのし上げた。 

大学受験は全て失敗。浪人するつもりが母親に福井工大に願書で出されて、合格。 

福井工業大学時代：奨学金とアルバイトの掛け持ちで大学に通う。 

・大学 1 年の時に、子供たちに自分のような小さな身体でもできることを教えたいと思い「丸岡スイミングクラ

ブ」を創設した。手作りの張り紙で勧誘、会費 2000 円。次の年にスポーツ少年団に加盟し、沢山の子供を育て

た。そして、学生ながらたくさんの大人の人と知り合うきっかけとなった。第１期生の親として（林田恒正会員 

元ロータリアン故澤崎氏）その当時スポンサーとなって支えて頂いた大人（高橋・前田・持田・敦賀さんなど）

スポーツ少年団の仲間として（倉本会員） 

 

第１１回理事会 報告                    ４月１２日（月） 

第１１回 理事会 ４月１２日 オンライン会議 

【審議事項】 

 ①５月プログラム 

 ②次年度社会奉仕委員会について 

  ⇒次年度地区補助金事業申請 

（コロナ禍におけるタイ高校生と 

丸岡・坂井高校の交流事業） 

第１２回 理事会 ５月１０日 オンライン会議 

【審議事項】 

 ①６月プログラム 

  



 

  

・就職活動は、第一志望の日揮（エンジニアリング会社）４次面接までいったが、残念ながら不採用。海外で仕

事がしたかったので、熊谷組・北野建設・セキスイハウスは、採用を辞退した。 

・学生時代を通じて、社会が得意だった。また、英語も旺文社模擬試験で福井県 1位になるなど得意。会話は苦

手だが、「度胸と心」で通じる。今までに、タイ 56 回訪問して、東南アジア諸国も約 130回訪問している。ほと

んどボランティア活動の一環で訪問しているので、観光地には行っていない。 

味の素エンジニアリング（海外の工場建設に携わる）勤務時代：入社早々様々な仕事を任せられた。先輩・同僚は

超一流大学出身者ばかりであった。仕事 12 時間、勉強 6 時間、遊び（六本木）3 時間の生活をしていた。新人

でも大きな仕事を任されて、先輩社員を使いながら、がむしゃらに仕事をした。 

30 歳 父親に騙され、Ｕターン：最初の仕事は、「高倉氏 対 朝日氏」町長選で高倉氏の旗持ちだった。この町長選挙

活動を通じて林田千之会員、林田数一会員と出会う。その後、12 年間にわたり、町長・県議選挙（集落での選挙カー

のルートの決定方法、票読みの仕方など）や政治のノウハウを伝授される。父親や故前川氏の町議誕生に尽力した。

また、選挙戦通して、丸岡各町内を回ると江戸時代の藩政の名残を肌で感じた。市町村合併後も地域活性をしていく

上でも、時代を遡った地域性を考慮して進めていくといいのではないかと思う。 

当時は、弁当選挙と言われ、一斉に警察の事情聴取を受けた。その後、クリーンな選挙に向かっていった。 

丸岡町体協や自転車ロード―レース大会役員も一緒にさせてもらう。 

31 歳 ＪＣに入会：３年間は、殆ど欠席だったが、とあるきっかけから、活動をし始め、青少年委員会委員長を手始め

に、役職を歴任するようになる。 

36 歳 丸岡ＪＣ理事長：先輩２人が理事長就任予定を蹴り、おまえやってみるかの一言で、「はい、喜んで」（当時、田

舞徳太郎氏の講演での「まずは物事を受け入れてみる、その時には、喜んでやる」という言葉に感銘を受けた）と素

直に受けた。誰も本当に受けるとは思ってなかったようだ。どうせ理事長になったんだから視野を広く持とうと、日

本ＪＣのＧＴＳ（グローバルトレーニングスクール）事業に参加。タイのスラム街、プラティープ財団、プラティー

プ財団が運営している施設に初めて訪問した。このような場所がまだ世界には存在してると、そしてスラム街の子ど

もたちはどうなるのかとカルチャーショックを受け、自分にできることは何だろうか考え始めた。人間は忘れやすい

ので、帰国してしまうとその辛さも忘れるので、忘れないようにと、自分を律するために、毎年何らかの事業を作っ

てタイへ行った。丸岡ＲＣでもタイへの事業は続くと思うので、ぜひ参加して欲しい。 

1995年 ＪＣ北信越地区のＧＴＳ委員会発足 丸岡ＪＣ初の地区委員長に就任：地区でＧＴＳ事業 タイへ行く。 

阪神大震災 発災の翌々日に地区を代表して、調査及び現地でボランティア活動 

1997年 ＪＣ福井ブロック会長就任：1月スタートするやいなや、重油と共にナホトカ号の来襲。なぜ、私の時に。。で

もやるしかない。災害に立ち向かう新たな仕組みのセンター方式を作る。林田恒正氏当時福井県健康福祉部長の大き

な支援を得た。ＪＣの全国のメンバーはもとより、全国的な動きに！毎日、報道されＴＶ・ラジオに出まくり。国に

も評価され、以後現在に至るまで「災害ボランティア」という仕組みの基礎を作った。法律までに変えさせてしまい

大きな責任を負うことになった。当時知事をしていた栗田元ガバナーに今後の為に、基金を作ってもらった。 

夏、ＪＣ福井ブロックの事業でＪｒＧＴＳ開催 タイの南部の山奥で豪雨に遭い、軍用ヘリや皇室ヘリで脱出という

物語もあった。この年以降、高木毅衆議院議員に「災害男」の異名を付けられた。 

1998年 本業の会社経営の危機：ブロ長時代の北信越会長であった方に 1億円ほどの仕事の下請けを頼まれ、ＪＣのつ

ながりも仕事に結びつくなと喜んでいたら、工事途中にその方の会社が倒産。8000万円ほどの未収入金発生（それま

で無借金経営）メインのＦ銀行は、終わりですねと冷たく言われ、よもやこれまでかと思っていたら、信金の故本沢

氏にうちがお金を貸しますと提案される。協力業者の全てを引き連れて信金に鞍替え。再生事業計画を立てて再スタ

ートした。当時、業界ではまだまだだったリフォームを会社の事業の中心にして、多額の借金を抱えると共に、従業

員を多数採用し、売上を上げれば利益額も増え、借金も返せるという逆転の発想で再スタートした。お陰さまにて 5

年で 8000万円も完済。故本沢氏と運に救われた。失敗の大事さを身をもって知った。 

2003 年 県会議員へ出馬：池端県議が改選の 2か月前に急死し、後任の矢を向けられる。なぜ、私が。。。さすがに、「は

い、喜んで」とは、言えず、10 日あまり逃げ隠れしていたが、海外逃亡の 1日前に、林田千之氏に拉致され、釣部氏

の自宅へ連行され、当時の釣部丸岡町議会議長と林田恒正町長二人から頭を下げられ、引くに引けず県議出馬を承諾 

「はい、喜んで」と言ってしまった。1万票近くを頂き、無事当選。池端県議の後を引き継ぎ、やり残したことを解決

するべく県議活動を奔走。中継ぎのつもりでスタート。ロータリーもこの年に入会。三国土木事務所では、丸岡のハ

ード面での課題を地図に落とし込みしたものを見せて、一人ワークショップを展開し、丸岡に県の予算を引っ張るた

めに尽力した。頼むのではなく、彼らに課題を植え付けさせて、優先順位を決めさせ、彼に働いてもらう仕掛けを作

った。議会では、保守本流の自民党老害政権、対、新しく新生福井を旗印に立った西川知事。知事を横から押す勢力

になり、民主党・共産党共手を組み議会改革の旗頭に。自民党の大御所からは、めっぽう嫌われたが、私の後ろには、

1万人の票があるという責任から、主は、先輩議員ではなく１万の方々であるという信念で進んだ。 

本来ならもう少し奉公すべきところだが、会社の都合（県議時代社長をやってもらっていた弟の退社もあった）にて８

年で降ろさせて頂いた。 

2011 年 東日本大震災にてボランティア：本来なら会社の仕事に復活し、会社を伸ばすところだったが、東日本大 



 

  

丸岡ロータリークラブ 

会員数：３３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時から 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－山下健治 会報委員会 委員長－前川正智 副委員長－八百山正栄 

委 員－水﨑亮博 瀬野友伸 海道佳秀 

◆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 

4/12 ３３ ２７ ３ ０ ３ 90.00% 

 

委員会報告                    ４月１２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 

 4 月 12 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 25,000 円 663,000 円 1,113,000 円 

ロータリー財団 17,000 円 487,000 円 

米山記念奨学会 17,000 円 481,000 円 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １４名 
林田千之  下田 金 林田恒正 倉本  水﨑 杉本 
竹内 瀬野 川上 西出 竹吉  八百山 南勝文 
◆米山奨学会◆     寄付者  １３名 
林田千之  下田 金 林田恒正 倉本  水﨑 杉本 
竹内 瀬野 川上 竹吉 八百山 南勝文 
南利明 釣部 林田千之 下田 林田恒正 水﨑 
◆ニコニコ箱◆     寄付者  ２０名 

杉本会長 松山選手やりました！！ 
三寺幹事 東角会員 本日の卓話楽しみにしています。 
林田千之 楽しい例会であるように！東角さんご苦労様で

す。 
林田數一 東角さん 卓話御苦労様です。 
北    東角さんの卓話楽しみにしています。 
下田   松山選手・・・・感激しました！ 
金    昨日久しぶりに富士写ケ岳に登ってきました。

シャクナゲが開きはじめていました。 
林田恒正 東角会員の卓話楽しみに聞かせていただきま

す。 
東角   今日は、卓話を命じられました。久しぶりに皆

様の前で話をします。下手な話になりますが、

宜しくお願いします。 
倉本   メジャーマスターズ松山さん優勝おめでとうご

ざいます。暗い世の中を明るくしてくれました。

渋野さんに勝ったネ！ 
 

水﨑  昨日今城の燧（ひうち）城へ行ってきました。昨日から県内の

山城をまわっています。これで７城目です。 
竹内  東角会員 本日の卓話よろしくお願いします。 
上屋敷 東角さん 卓話よろしくお願いします。 
瀬野  東角会員 本日の卓話よろしくお願いします。 
川上  東角会員 卓話楽しみにしています。 
竹澤  東角会員 卓話よろしくお願いします。誕生日を自祝して。 
岩田  東角さん 卓話どうぞ宜しくお願い致します。 
八百山 東角さん 卓話宜しくお願いします。人生は未だ半ばです

か？６３年間では？ 
竹吉  東角会員 本日の卓話よろしくお願いします。 
南勝文 本日も皆様御苦労様です。 

震災の復旧復興は、待ったなし。災害ボランティアの先駆者としては、人助けは、いの一番にやらなくては、福

井県から私以外に引っ張る人はいないとの自責の念に駆られて、アクションを起こす。1年間で延べ 3000人の人
を東北陸前高田の地にボランティアとして引っ張った。以降、陸前高田の人々と、強く結びついている。 

現在：東日本大震災から 10年経ち、福島の原発事故で故郷が破壊されてしまた人たちと交流するにつれ、反原発の

心が芽生え、自然エネルギー（再生可能エネルギー）の推進を仕事で行うようになってきた。その事業で新天地

を開こうとする、中国の学卒の若者と知り合い、今では仕事のパートナーとして共に励んでいる。彼らの相談役・

顧問として、彼らに日本の道徳や倫理観を教え、彼らからは、日本人の若者がなくしている気力・粘り・開拓精

神などに刺激を受けている。合弁会社を作って、世界に羽ばたく未来を展望している。 
また、ＪＣやロータリーでの活動を通して、長く深い付き合いのあるプラティープさんに、タイの経済成長にの

れない貧しい子供たちへ、実現できる新しい未来の一助となる日本で働くという手段を呼び掛けて、共に進むプ

ロジェクトを開始した。タイミングよく福井県が人材不足をアジアに求めていたことも幸いし、県の大きな人材

育成というプロジェクトに参画することが出来ており、うれしいかぎりである。 
まとめ：人生を振り返り、水泳をしていなければ、ＪＣに入会しなければ、県議会議員にならなければ、あの時に

こうならなかったら、きっと家族共々温和なゆっくりした生活を送れたのかなあと思います。家族には人並みの

旅行も連れて行けず、申し訳ないなと感じます。まだ、あと 10年は頑張らなければいけないと思います。これか

らもいろんな出来事で出会い、試練を受け、人生も変わるであろう、その時は、 
＊常にそこには、「はい、喜んで」と。 
＊神仏は、事を解決できる者に試練を与え給う。 
＊人の一生は重荷を負うて遠き道を行くがごとし。急ぐべからず。不自由を常と思えば不足なし。 

の三つの言葉を忘れずに進みたいと思います。 

＜杉本会長のお礼の言葉＞大変中身の濃い人生を送られておりまして、インプラント治療もされていたのは、歯が

ボロボロになるほど、楽しいこと、辛いこと、苦しいことを、人一倍に体験されてきたことをひしひしと感じまし

た。あと 10年は頑張らなければいけないとおっしゃってましたけども 20年頑張っていただきたいと思います。 


