
本日出席会員41名
　メークアップ（前々回）   4名
　出席率（前々回補正）76.79％
ロータリーソング「我等の生業」

　先日、群馬県高崎市に転
勤された加藤渉会員が武生
ロータリークラブの例会に
わざわざ高崎市より来られ
ました。加藤会員は 2年半
余りの在籍期間でしたが、
当クラブの事業に積極的に

参加され協力して頂きました。誠に有難うございま
す。後程、お別れのご挨拶、宜しくお願いします。
また今日の卓話は国際的に活躍されている石川浩会
員ですので、非常に楽しみであります。
　さて今月は平和と紛争予防 / 紛争解決月間という
事で、今月のロータリーの友に「ロータリー平和セ
ンタープログラム」についての記事が載っています
のでご紹介します。ロータリーの創設者のポール・
ハリスは、2 度の世界大戦の体験から、世界平和の大
事さを感じていたようです。ポール・ハリスが亡く
なって 50 年後の 2002 年に彼の思いを具現化して「ロ
ータリー平和センタープログラム」が創設されまし
た。これは草の根や国際レベルで、平和活動に貢献
する人材を育てようとするプログラムです。毎年約
100 人がロータリー平和フェローとして選ばれて、専
門教育を受け、実践的な知識やスキルを身につけま
す。このように世界平和に貢献しようとするロータ
リー平和フェローはロータリー平和センターで 2 年間
修士課程で学んだり、専門修了証コースで 3 ケ月学び
ます。今日までに世界で 960 人が卒業しているよう
です。卒業したフェローたちは、卒業後に多方面で
活躍し、スーダンの難民支援、インドの女性のため
の雇用機会創出、紛争や災害後の復興支援といった

さまざまな活動に携わり、紛争を引き起こす根本的
な問題を多角的に研究し、現代社会のニーズに応え
る革新的な解決策を探ります。
　この 2 年制の修士コースのロータリー平和センター
は世界に 6 つあるのですが、その一つが国際基督教大
学（ICU）にあります。ICU は第 2750 地区にあるよ
うで、この地区は何かとお世話をしているようです。
このロータリー平和フェローシップの支援にはフェ
ローシップにふさわしい候補者を集める事が必要で、
これにはロータリー会員の協力が必須です。また、
ロータリー平和フェローシップへの寄付も重要な支
援活動の一つです。フェローシップ・プログラムを
恒久的に支える基金を築くために、2017 年までに 1 億
5,000 万ドルを集めることが目標となっているとの事
です。

新入会員卓話
　「越前和紙　ユネスコ無形文化遺産登録に向けて」

　　　　　　　　石川　浩会員
　平成26年11月27日に、和紙：
日本の手漉和紙技術【石州半紙、
本美濃紙、細川紙】が、ユネス
コ無形文化遺産に決定されまし
た。越前和紙の産地では、保存

団体が国の重要無形文化財に指定されていないため、
文化財保護法の適用がされず、ユネスコが基準する
保存団体の要件を満たしていないため申請から外れ
ました。
　ユネスコ無形文化遺産とは、2003 年無形文化遺産
保護条約が採択され、日本は世界で3 番目に締結、現
在締結国数は163 か国です。目的は、条約の概要です
が、　■ 無形文化遺産の保護 　■ 無形文化遺産の重
要性及び相互評価の重要性に関する意識の向上等で
す。内容は、　■ 「人類の無形文化遺産の代表的な一
覧表」（代表一覧表）の作成 　■ 「緊急に保護する必
要のある無形文化遺産の一覧表」の作成 　■ 無形文
化遺産基金による国際援助等です。登録基準は、　■ 

申請国は、申請書において、代表一覧表への記載申
請案件が、 次のすべての条件を満たしていることを証
明するよう求められる。
１．申請案件が条約第２条に定義された「無形文化

遺産」を構成すること。 　　
（a）口承による伝統及び表現　（b）芸能　（c）社
会的慣習、儀式及び祭礼行事　（d）自然及び万物
に関する知識及び慣習　（e）伝統工芸技術 

２．申請案件の記載が、無形文化遺産の認知、重要
性に対する認識を確保し、対話を誘発し、よっ
て世界的に文化の多様性を反映し且つ人類の創
造性を証明することに貢献するものであること。 

３．申請案件を保護し促進することができる保護措
置が図られていること。 

４．申請案件が、関係する社会、集団および場合に
より個人の可能な限り幅広い参加および彼らの
自由な、事前の説明を受けた上での同意を伴っ
て提案されたものであること。 

５．条約第 11条および第 12条に則り、申請案件が提
案締約国の領域内にある無形文化遺産の目録に
含まれていること。

となっています。
　越前和紙は上記４の条件を満たしていませんでした。
　越前生漉鳥の子保存会の活動について
〇設立総会　　平成 27 年 3 月 27 日
正会員 8名、準会員 15名、研修生　和紙組合青年部・
従業員など多数
〇保存会の事業について
１）古来の越前鳥の子（紙及び道具）の調査・研究・・・
（技術保存活動）
・重要有形民俗文化財に指定された江戸時代の鳥
の子紙や道具の調査研究

２）越前鳥の子の紙漉技術研修会（後継者育成事業）
・鳥の子紙製紙技術の研修　

　1. 原料のガンピ採取（敦賀半島）H27.5.31　
　2. 原料のガンピの皮の処理研修会（6～ 8月随時）
　3. 原料のガンピの皮の煮沸研修会　9月 8日
　4. 原料のガンピの皮のチリ取り研修会（9/10 ～ 30）
　5. 鳥の子紙漉き研修会（9/20 ～ 10/31）　
　6. 文化庁・福井県文化審議委員と意見交換 10/6.7
　・越前鳥の子に関する講演会　H27.6.24
３）原材料の育成事業
　・ガンピの育成事業　H27.3.28　雁皮苗 50 本
　・ガンピ栽培講習会　H27.9.18

　・干板（銀杏）の育成事業は今後実施予定
４）鳥の子紙普及事業　
　・オランダ　レンブラントハウス美術館での越前
和紙展　H27.6.12 ～ 9.20 開催

　・福井県立美術館レンブラント名品展　
H27.10.2 ～ 11.8

　越前鳥の子のユネスコ登録までの流れですが、越
前奉書の次に国の重要文化財となる越前和紙の選定
を行い、「越前鳥の子紙」を選択しました。技術保存
団体（越前生漉鳥の子保存会）を平成27年 3 月 27日
に設立し、紙漉き技術の継承活動を行いながら、県
の無形文化財への指定のため、福井県文化審議委員
会に平成27年12月24日答申を受け、福井県教育委員
会から平成27年12月25日決定を受けました。そして、
技術研修・調査研究などの活動、和紙を活かしたま
ちづくり、和紙文化・歴史の情報発信及び拠点づく
りを行ないながら、「国の重要無形文化財への指定」、
「ユネスコへの追加登録」を目指します。

加藤会員退会挨拶
　2013年6月に入会し、地域の
事業や例会に参加し、諸先輩の
方々に心から可愛がっていただ
きまたご教授いただいて、武生
の町のこと勉強させていただき
ました。武生にいた2年10か月

の間に出身の関西圏の友人を80名ぐらい福井へ連れ
てきました、それぐらい見どころある町だと感じて
います。
　1月25日の辞令で群馬県高崎に転勤となりました
が、初めて支店長をさせていただいた武生の町が本
当に第2の故郷だと思っています、特に武生RCでいろ
いろ学んだことを仕事でも高崎RCでも活かして、皆様
にはずかしくない人生を歩んでいきたいと思います。
皆様のご健康とご活躍を祈念させていただきお礼の言
葉にさせていただきます。ありがとうございました。

例会変更情報／福井県内ビジター受付（2月17日～3月1日）

ニコニコ箱 …… 26,000円　　累計 807,600円
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　2月18日 武生府中RC
　2月19日 福井あじさいRC
　2月25日 福井水仙RC
　2月26日 鯖江RC

12:00～12:30  JA越前たけふ農協会館1階
12:00～12:30  ホテルリバージュアケボノ
18:00～18:30  福井パレスホテル
12:00～12:30  鯖江商工会議所３階ロータリー事務局

会員総数

60名

本日（2月16日）の例会
ゲスト卓話
㈱サイエンスクラフト
　  代表取締役　井上和治氏

3月1日
第一例会行事
新入会員卓話
　三田村久光会員 上野等会員

2月23日
会員卓話
　佐々木哲夫会員

3月8日
職業奉仕
　河嶋一委員長

プログラム

会長挨拶　　第62代会長　玉村一男


