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貴司
久美子

いの客を迎え、お店で使っていた焼き肉用の「万能タ

第 3140 回 例 会 記 録 令和元年 9 月 10 日(火)
k
本日出席会員 31 名

レ」が自慢でした。ニンニクなどを入れた簡単なレシ
ピでしたが、独自の配合で誰でも作れるものではなか
ったタレです。癌の痛みに対しては、麻薬の貼り薬、

メークアップ（前々回）3 名
出席率（前々回補正） 78.85%

座薬などを極量使って疼痛コントロールをしていまし
たが、スタッフはこの方のために「万能タレ」の作り

ロータリーソング「奉仕の理想」

方教室の企画を考えました。まず地域の子ども食堂に

夜間例会 音楽鑑賞例会 18：45～

おもむき、夕食メニューを作り大好評となりました。

場所：越前市文化センター

梅田会員の運営するコワーキングスペース『ランプ』
でも、このタレを披露しました。
「こんな私でも、使え

会長挨拶 第 66 代会長 三村昌之
こんばんは。今日
は武生国際音楽祭に

るうちに大いに使っておくれ。」「人が喜んでくれるの
が一番うれしい。」と本当に満足そうな表情を見せてく
れました。娘さんも「若い時の母の姿がよみがえる」
と言ってくれました。

合わせた夜間例会(音

医師の立場としては、痛みのある癌患者を地域に外

楽鑑賞会)です。この

出させてもいいのかなと考えました。しかし、病院で

後、午後 7 時半から

はこんなことは決してできない、この人の人生最後の

音楽鑑賞です。
「弦楽

幸せのためにと思い直しました。子ども食堂に出かけ

器とピアノの競演」

た翌日、新聞記事にもなり、とても充実した企画にな

と称してシューマン

りました。その後も緩和ケアを続けましたが、癌は進

二曲・フォーレ・ラ

行し最後には動けなくなりました。

ヴェルの全部で四曲
が奏でられます。

うちのホームでは、最期の死の瞬間まで家族の方が
泊まることができます。この方は夕方亡くなりました

先々週 8 月 27 日の例会で、仁愛大学の田代学長の

が、20 分以内には娘さんが駆けつけ、まだ温かい手に

卓話「いのちの教育～デス・エデュケーションのすす

頬ずりしながら泣いていました。ホームで生活するお

め～」をお聞きしましたが、現在 2 人に 1 人が癌患者

年寄りが地域との交流を深め、地域で役に立てる場を

になる時代です。
「医師は病気を治すことも大事だが死

作ってあげるという事が、うちのホームの役割だと思

んでいく人をより良く送ることも医療である」という

っているところです。

ことを名古屋大学医学部で学生に教えていると話され

プログラム

ました。このお話の後、自社の介護付きホーム「サン
ライフ小野谷」で、末期の膵臓癌に罹った人が、90 歳

武生国際音楽祭 2019

で亡くなり看取りました。7 年前に入居された方です
が、今年 2 月に中村病院で膵臓癌、余命は 3～6 ヶ月
と診断されました。診断のとおり 6 ヶ月間で亡くなっ
てしまった訳ですが、スタッフたちは亡くなるまでの
半年間、多職種で終末期に向けた支援を考えました。
この方は、頭はしっかりとされており、元々焼き肉屋
を経営し、とても繁盛していました。一度に 70 人くら

弦楽器とピアノの競演 伊藤恵プロデュース
・シューマン：ヴァイオリンソナタ 第 1 番 op.1
（ヴィオラ版）
（田原綾子/ヴィオラ、今川裕代/ピアノ）
・シューマン：ヴァイオリンソナタ 第 2 番 op.121
（白井圭/ヴァイオリン、伊藤恵/ピアノ）

・フォーレ：チェロソナタ 第 2 番 op.117
（横坂源/チェロ、北村朋幹/ピアノ）
・ラヴェル：ピアノ三重奏曲
（毛利文香/ヴァイオリン、伊東裕/チェロ、
津田裕也/ピアノ）

プログラム

活動方針（未掲載分）

梅田雅彰インターアクト委員長
武生東高校インターアクトクラブとの関係を密にし、若年
者の国際理解を深めることが出来るよう支援し、助言します。
8 月 1 日～6 日生徒がカンボジア研修に参加します。高校生
と話をしていると、大学を行くことを目標にしているだけで
その先の目標や未来像が描かれていないと感じたので、カン
ボジア研修などのインターアクトの活動を通して国際理解
を深め、ロータリーの会員が高校のインターアクトクラブの
例会に参加し助言をすることによって将来のビジョンなど
が広がっていけるように進めたいと思います。
宇野晃成ロータリー財団委員長
国際ロータリーの慈善部門として、世界理解と平和達成の
ための活動を行います。
１．ロータリー財団への理解促進
寄付

２．ロータリー財団への

①会員一人あたり年次寄付額 180 ドルの達成

ファクター会員の増強

②ベネ

３．ロータリー補助金の活用

①奉

仕プロジェクトと連携して地区補助金を活用した社会奉仕
活動の推進

②グローバル補助金を活用する国際奉仕活動

への参画
西藤浩一プログラム委員長
RI 会長、地区ガバナー、クラブ会長の方針に則り、ロータ
リー活動へのさらなる理解と会員並びにその家族の相互交
流と友好を深めるため、会員卓話をはじめ様々なプログラム
に取り組み、参加して楽しい例会の環境を醸成し、活動の活

報告事項 「模擬面接」
職業奉仕委員長

井上常宏

８月２２日武生商業高校、９月５日武生工業高校に
て行われました、武
生府中 RC の就職模
擬面接事業の面接官
として事業のお手伝
いをさせていただき
ました。武生 RC はそ

性化と啓蒙に務めていきます。皆さんの活動が活発になれば、
プログラムもどんどん変えていってもよいと思います。皆様
の卓話のご推薦は大いにお受けいたしますので、皆様のお知
恵もお借りしたいと思いますので、何なりとおっしゃってい
ただければ幸いです。

ニコニコ箱・・・ 31,000 円 累計 397,000 円
出席者全員からいただきました。
例会変更情報／福井県内ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付（9 月 25 日～10 月 8 日）
9 月 25 日

福井北 RC 12:00～12:30 ザ・グランユアーズフクイ

面接官として、13 時から 15 時 30 分まで３回の模擬面

9 月 27 日

福井西 RC 12:00～12:30 バードグリーンホテル

接を行いました。武生商業高校は９０名程度の学生が

9 月 30 日

福井東 RC 12:00～12:30 アオッサ 1 階入口

就職希望で、武生工

＊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

業高校は１００名程

友ホームページ等にてご確認ください。

れぞれの学校に５名

度の学生が就職希望

◆◆武生 RC 掲示板◆◆

ということでした。

ｾｲｽﾞﾌｧｰﾑ葡萄畑（氷見市）

武生商業高校は、

（8 月 18 日）西本久美子撮影

学生の待機時間を利
用してビジネスマナ

一湾を眼下に望み葡萄熟る

ー講座という講座を学校主催で行われていました。

海風に葉ゆるる氷見の葡萄園

花音

本日(9 月 24 日)例会

10 月 1 日

10 月 8 日

10 月 15 日→19 日

ロータリー情報

第一例会行事

米山奨学生卓話

移動例会（ＩＭ）

田中茂委員長

会員卓話
梅田雅彰会員

楊

嘉琛さん

敦賀市民文化センター

