か」の時代となり取捨選択を迫られています。商売にお
いても危機感を持ち、戦略的に先手を打っていかなけれ
ば衰退していくことになります。今後はJCで学んだこ
とを仕事と地域貢献に活かしていきたいと思います。あ
りがとうございました。
炉辺会合発表「次年度への期待」
【4班】日時：2月5日 18:00 〜 場所：神崎家
責任者：河合敏一
発表者：橋本勝利
参加者：渡辺佳男、佐々木忠彦、木下仁史、
森上節子
まず責任者より、ロータリーの事業に対する思いなど
熱く語っていただき、その後はメンバーから、過去の事業や
今後期待する事業についての意見等をいただきました。
昭和29年に武生ロータリーが発足して65年の長い歴史
を刻んできていますが、その中で、少しずつ事業への考
え方、やり方が時代の流れとともに変わってきているの
かなと思います。しかし、65年たった今も、メンバーの
交友関係を大切にする思い、またメンバー同士が切磋琢
磨しながら世の中に貢献し、そして若い人を育てていく
というロータリー本来の考え方は変わっていないと思い
ます。その後、過去に行った事業のことについて語って
いただきました。
・安養寺の開拓村に本部丸太小屋を建設した。
・花筐公園に桜の木を植樹した。
・ネパールに屋根の修復に行ったり、本を送ったりして、
ネパールの温かい国民性にふれた。
しかし、今は、そのようにメンバーが体を使って、汗を
流す事業がないように思う。単に、物を贈るのみの事業
ではなく、若い人を中心に体を使って、汗を流して達成
感があるような事業をすることが大切だと思います。市
民を巻き込んだ奉仕作業なんかでもいいのではないか。
また、ホームステイで留学生を預かっていたこともあ
り、その時は日本の文化を教えるなど、毎日毎日にいろ
いろな楽しみがあった。 また、日本に来てもらうだけ
ではなく、こちらから留学生を送り出すことも必要だと
思う。
ま た 他 に は、家 族 を 交 え た 奉 仕 活 動 の 後 に、バ ー ベ
キューや地引網を楽しむ事業。また、日帰りで、地元の自
然とふれあうハイキングなど、参加者にたくさんの若い人
や家族が集まると、なお一層事業が盛り上がると思う。
そのほか、健康や働き方改革など、会員独自の考え方
を示せる事業。
子供に対する交通安全教室の開催。中学生・高校生で
も自転車の乗り方のマナーが悪いと思うことも多々あり
ますので、その年代を対象とした交通安全教室もロータ
リーの事業として必要。
学生の職場体験事業や学生と会話ができる事業なども
いいのではとの意見も出ました。
最後に、各委員会がもっと個性のある事業をできるよ
うに、また事業のことについてメンバー全員で話し合え
る場、時間を区切らずに言い合いできる場も今後必要だ
と思います。そして、メンバー全員が参加でき、その年

本日（3月26日）の例会
会長エレクト
研修セミナー報告
三村昌之会長エレクト

4月2日→ 3月31日
移動例会
地区大会（奈良）

一番の思い出に残るような事業を、単年度で終わるので
はなく継続事業として行えるよう、毎年ひとつずつでも
いいから増やしていくことが大事だということで話がま
とまり、炉辺会合を終えました。
【5班】日時：2月5日 18:00 〜 場所：大江戸別館
責任者：竹内紀昭
発表者：塩田憲康
参加者：谷尾榮一、田中大成、西野昌美、
三田村久光、今村清孝
冒頭に、責任者の竹内さんから、田中会長自ら「次年
度への期待」についての発言出来ないだろうとの計らい
で、今年度の事業の取り組みについて詳しく話をしてい
ただき、事業に関する理解を深めることが出来ました。
テーマの「次年度への期待」については、皆さんの発言
の後にベテランの谷尾さんが、アドバイスや補足をして
いただく流れで進みました。
単にRCに在籍しているだけでなく、在籍する意味を全
会員が考えるような機会を作ってほしい。
奉仕活動について、もう少し目立つような活動を行い地
域の人々へのRCの存在をアピールも兼ねるべきではない
だろうか？
例会を時間通り進行するのも大事だが、講師の話など
の場合、依頼しておいて途中で話を切るようなことにな
るので、時間の猶予があってもよいのでは？
自分が汗をかいていないためか、少し物足りなさを感
じるので、汗をかくような事業を行ってほしい。
本来は各会員が独自の職業奉仕をするべきですが、既に
行っている職業奉仕をモデルにしたり、他の会員とコラ
ボして行う職業奉仕があっても良いと思います。そのた
めに、職業奉仕の内容のプレゼンや、内容が開示される
仕組みを作っていただきたい。職業奉仕を通じて、賛同
する企業が入会するような効果も期待できると思います。
その後の食事中も、ベテランの方々からRC活動につい
て話を聞かせていただき、楽しく時間を過ごすことが出
来ました。

ニコニコ箱 …… 22,000円

累計 1,220,000円

・河合さん卓話よろしくお願いします。
【田中大成】
【三村昌之】
【三田村久光】
【上野 巌】
・河合洋典君、卓話ご苦労様―。
【石川満夫】
・私も88歳、さあ自動車運転いかがすべきや。 【渡辺佳男】
・河合君、本日の卓話ありがとうございます。
【鎌谷忠雄】
・永らく御無沙汰しました。元気になりました。
【内藤義介】
・なんとなく。
【河合敏一】
・次女卒業祝、河合さんよろしくお願いします。
【塩田憲康】
・ちょっと。
【小林慶治】
・今日もたくさんのニコニコありがとうございます。
【今村清孝】

例会変更情報／福井県内ビジター受付（3月27日〜4月9日）
3月28日 敦賀西RC
12:00〜12:30 プラザ萬象２階ロータリー事務局
3月29日 福井西RC
12:00〜12:30 バードグリーンホテル
4月 2日 福井南RC
12:00〜12:30 繊協ビル正面玄関
4月 3日 福井北RC
12:00〜12:30 ザ･グランユアーズフクイ正面玄関
4月 4日 福井水仙RC 18:00〜18:30 福井パレスホテル
4月 9日 福井南RC
12:00〜12:30 繊協ビル正面玄関
＊変更の無い各クラブの定例例会については、ロータリーの友
ホームページ等にてご確認ください。

4月9日
第一例会行事
新入会員卓話
前田栄二会員

4月16日
花見例会
万葉庵 18:00〜

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2650
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創 立／1954年（昭和29年）6月30日
例会日／毎 週 火 曜 日
事務局／〒915−8522 越前市塚町101 武生商工会館内
会 長／田 中 大 成
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第3120回 例 会 記 録 平成31年3月12日(火)
本日出席会員25名
会員総数
メークアップ（前々回） 3名
名
出席率（前々回補正）78.85％
ロータリーソング「我等の生業」
ゲスト カワイ㈱ 専務取締役 河合洋典氏
ビジター 鯖江RC 田村康夫会員 吉田俊博会員

52

会長挨拶

第65代会長

田中大成

先日ネットでニュースを見てい
ましたら、18歳の少年が母親のつ
けた名前を改名したと書いてあり
ました。名前は、王子様です。呼
び名は「プリンス」ではなくて、
そのままの「おうじさま」です。
山梨県に住む高校3年の赤池肇さん（18）が、母親に付け
られた名前「王子様」から改名を申し立て、今月5日に甲
府家裁が変更を許可したことが12日、分かりました。極
めて個性的な「キラキラネーム」とも呼ばれる名につい
て「本人が嫌なら変えることができる」と話し、これか
ら親になる人々に「よく考えて」と訴えています。
元の名は「唯一無二の王子様のような存在」という母
の思いが由来らしいです。「子どもの頃ならかわいいの
かもしれないが、80歳になっても『王子様』とはいかな
い」と疑問だったみたいです。子供が生まれ、名前を決
める際にはくれぐれも子供の人生に責任を持って名付けて
ほしいものです。

プログラム
ゲスト卓話

「青年会議所の活動を通じて学んだこと」

カワイ㈱ 専務取締役 河合洋典氏
カワイ株式会社の河合でござ
います。本日は貴重な機会をい
ただき誠にありがとうございま
す。本 日 は「青 年 会 議 所 の 活 動
を通じて学んだこと」というテー
マで、諸先輩がいらっしゃる中
で僭越ですが、私が経験したことをお話します。
私は2008年に武生JCに入会し、2018年の卒業まで武
生JCに11年間在籍をしました。在籍中は幸運にも様々
な役職を経験することができました。2015年に武生JC理
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例会場／武生商工会館
幹 事／三田村 久 光
会報委員長／塩 田 憲 康

事長、2016年に福井ブロック会長、2018年に日本JC地方
創生会議の議長をさせていただきました。
理事長になる際には、越前市の特徴として外国籍住人
の多さに着目しました。当時はまだ人口比率で2%台だっ
たのですが現在では5%弱になっています。今後も外国
籍住人が増えていくことが予想されており、まちづくり
の1つとして先手を打つことができれば越前市の特徴と
なり得ると考えました。調査を進めていくと近隣住人と
の軋轢が少なからずあり、そこには言語の壁、文化の壁
がありました。同じ地域に住み暮らす住人として相互理
解を深めることが大切であり、お互いを知ることから始
めることにしました。現在も武生JCでの取り組みは行
政や国際交流協会と連携しながら続いております。
2018年は日本JCに出向し地方創生会議の議長をさせ
ていただきました。筆頭議長として日本JC31名の委員
長を取りまとめながら、日本JC2018年度の地方創生ビ
ジョンを全国に伝えていくことが役割でした。具体的に
は、日本JC主催の3大会でのメインフォーラムや地方創
生のプログラムを全国各地で開催、社会保障についての
政策提言とタウンミーティングの開催を担当しました。
地方創生とは安倍政権が掲げる人口減少対策と東京一極
集中の是正を指します。目指すべき方向は間違いないの
ですが、現実には人口減少は止められない上に、一極集
中の流れは変わっていません。では、地方における人口
減少はどのような未来になるのか？その現実を知った私
は危機感を持ち、今の商売のあり方を見直すきっかけと
なりました。ビッグデータによる2040年までの地方の姿に
ご興味がある方は「未来カルテ」と検索してみてください。
私に与えられたもう一つの役割として社会保障があり
ました。経済を回すための消費が増えないのはなぜか？
将来への不安があるから貯蓄にまわる、ではなぜ不安な
のか？年金がもらえないかもしれない、年金では暮らせ
ないかもしれないという不安があることがわかり、社会
保険に関して取り組みました。社会保険は労使折半で負
担していることもあり、私たち経営者にとっても重要な
課題です。社会保険で問題なのは年金や介護ではなく医
療保険です。私たちにとって身近な問題でありながらほ
とんど議論される機会がないことが課題と捉え、全国3
か所で片山さつき大臣と社会保障タウンミーティングを
開催し、社会保障を取り組むべき課題として発信しました。
地方自治、社会保険いずれにしても人口減少社会の中
で、現在のサービスレベルを維持することは困難である
と考えます。「あれもこれも」の時代から「あれかこれ

