
本日出席会員36名
　メークアップ（前々回）   6名
　出席率（前々回補正）83.93％
ロータリーソング「四つのテストの歌」

　先週、武生 RC 職業奉仕
委員会事業として2月17日㈬
に武生商業高校で「地域産
業未来教室」を開催しまし
た。対象は 1・2 年生の生
徒さん 279 名で、講師は８
名 の 会 員、中 西、野 田、

井上、宇野賢治、佐々木哲夫、三田村久光、上野、
片粕会員と2名の会員企業の社員でした。また 2 月 19
日㈮に武生東高校で課外授業が開催されました。こ
れには武生 RC より5名の講師が派遣されました。講
師の方々、ご苦労様でございました。この事業の段
取りをされた河嶋職業奉仕委員長、お疲れ様でした。
　さて今年から２月は世界理解月間から平和と紛争
防止／紛争解決月間に変わりましたが、例年ですと
ロータリー理解月間と云う事ですので、その辺のお
話をひとつ。我々の奉仕事業の原資であるニコニコ
箱の起源についてですが、これは東京ロータリーク
ラブのお話です。大正 12 年の関東大震災後に東京
RC は被災者保護として東京孤児院に新築１棟を寄付
し、ロータリーホームと名付けました。10 年間の修
理代を計上し、社会奉仕委員事業として継続されま
した。その翌年大正 13 年 10 月に東京ロータリーホ
ームの開館、贈呈式が行われ、その時会員が家族を
連れて参加したそうです。これがロータリー家族会
の始まりであると云われています。その後、昭和 10
年に孤児院の子供たちを多摩川園に連れて行こうと
いう事になり、その資金をどうするかと言う事で、
ある会員が段ボール箱を持って会員の中を持ってま
わり、当時 600 円の資金を集めたようです。これが

ニコニコ箱のはじまりと云われています。これには
異説もありまして、昭和 5 年に大阪 RC で例会に遅刻
したら 50 銭とか１円を罰金として集めた募金箱がニ
コニコ箱の始まりという説もあり、その他に皆さん
もいろいろと他の説を聞かれているかもしれません。
　さて先日、大学前で文具屋を営んでいる仲間と昼
食する事がありました。現在はどの業界も厳しい経
営環境ですが、以下はその文具店主のお話です。「学
生がお店に入って来ますと、欲しい商品を手に取り
ます。そこでまずスマホで商品のバーコードを読み
取ります。そうしますと自動的にアプリが立ち上が
ってその商品のネットでの販売価格が画面に出てき
ます。今欲しいのならネット価格より高くてもその
お店でその商品を買い上げますが、一日待ってもよ
いのなら、そのお店で買うのは止めて家に帰ってか
らネットで購入するよ。」と聞きました。現今の若者
の購入スタイルはこのようになってきたようです。

会員卓話
　「越前市のまちづくり」　　　佐々木哲夫会員
議員として望む姿
・市長と議会は、直接市民に選
ばれる二元代表制。

・議員は、市民の付託を受け、
市政をしっかりとチェックす
る役目を果たす。
・市と議会が連携し、国や県に支援要請する。
・議会では、議員間の自由闊達な議論の実現を図り、
あるべき姿を目指す。
越前市の今
☆合併して 10 年！融和が図れ元気あるまちの未来へ
の期待
☆半世紀に一度のまちづくり事業で、施設建設の計
画が続々着手。　　
　市民の皆さんはまちの未来をどう感じているのか、
ということを私たちも声を聞いてまいりたい。

3 月補正予算とＨ28年度予算
☆ 3 月補正予算
　18 億 7 千万円　ふるさと創生関連中心
☆Ｈ28 当初予算
　・一般会計　359 億円　　2.9％増
　・特別会計　208 億円　　1.0％減
　・企業会計　　27 億円　　2.3％減
　　　　　合計 595 億円　　1.3％増
　今までで最大の予算、積極型予算です。
人口減少社会への対応
〇Ｈ27 国勢調査でＨ22 より 4千人減
〇今後、越前市の人口は、6 万 6 千人になるだろうと
予想されています（2040 年の社人研推計値）
〇将来のまちの予測ですが、
　・まちなかは庁舎位置変更時、二つのまちなか整
備方針が出された。

　・東部地域に建物や人が集まってきている。
　・周辺や農村地域はどうなっていくのか。
まちなかを再度活性化する
〇中心市街地活性化
　・活性化計画と国の支援事業に取り組む
　・都市計画マスタープラン改定・まちづくり会社
〇商店街活性化
　・プランを作成、商店街の活性化を図る
〇誘導政策
　・定住促進を図るため、各種の補助事業で市内
　　定住を誘導。
〇本庁舎を現在地に改築する
周辺や農村地域はどうなっていくのか
　都市マスタープランのコンパクトシティ方針は、
ネットワーク型コンパクトシティです。これは、イ
ンフラ整備されている地域は、持続し守り、これ以
上のインフラ開発はしないという形です。周辺地域
や農村部のまちづくりや定住をどう図るか。（まちな
か以上に農村の疲弊が厳しい）
この数年間、巨大プロジェクトを集中的に計画・実
施します。既に、決定し着手の事業は
・体育館（30億円）　　・中央公園再整備（18億円）
・サッカー場（5億円）・庁舎関連（立体駐車場他）
予定されている事業は
・本庁舎（69億円）　・総合支所（11億円）
総額 80 億円です。また、本庁舎の敷地が狭いため
☆庁舎東側用地買収し拡張
☆東公民館を東小学校内に移転改修をします。

　結果、所要経費は今後増加していきます。
今後、取り組まれる事業は
・新幹線駅周辺整備（道の駅や駐車場600台）
・家久清掃センター移築費用　
　総額 200 億円を超えると予想されます
今後考えられる対策は
① 320 の公共施設や橋や道路などの公共物の改修費
用（今後試算の予定）

② 定住促進や若者移住など、人口減少対策の費用
③ 国保や介護などの費用増
以上の対応をしていかねばならない。
以下の様々な施策の実施をします。
〇定住化対策　〇産業活性化対策
〇工芸の里構想の実現　〇教育や福祉の充実
〇健康づくり　〇コウノトリが舞う里づくり
〇防災対策などなど
新幹線駅は、丹南の玄関（7年後に完成する）
・丹南地域の連携をしてゆく・新駅から、丹南地域への
広がり。ものづくりの地域・交流や発信の拠点になる
・人々が集まる場づくり
さて、これからの越前市をどうしてゆくのか
〇住み良い元気なまちは、風通しが良いまちにする。
　IJU ターンの若者他を大切にしてゆきます。
〇これからのまちのありかたを市民みんなで考えて
いく。
〇商工会議所や商工会、各種団体、自治振興会など、
市民が主役のまちづくりをしていく。

委員会報告　佐々木忠彦 IM実行委員長
・10/15 ㈯ 第 5 組の IM が開催
されます。別紙の IM 実行委
員会組織図にありますように
各委員会委員長のもと、準備
とご協力をよろしくお願いし
ます。

例会変更情報／福井県内ビジター受付（3月2日～3月15日）

ニコニコ箱 …… 9,000円　　累計 828,600円
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＊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。

　3月  7日 福井東RC
　3月10日 福井RC
　3月14日 福井東RC
　3月15日 福井フェニックスRC

12:00～12:30  アオッサ1階ロビー
12:00～12:30  ユアーズホテルフクイ1階フロント
12:00～12:30  アオッサ1階ロビー
18:00～18:30  ザ・グランユアーズフクイ1階

会員総数

60名

本日（3月1日）の例会
第一例会行事 ／ 新入会員卓話
「これからの建築業」
　　　　　　　三田村久光会員
「電力小売自由化の現状について」
　　　　　　　　上野　等会員

3月15日

炉辺会合報告

3月8日
職業奉仕 課外授業実施報告
　職業奉仕委員長
　　　　　河嶋一委員長

3月22日
会長エレクト研修セミナー報告
会長エレクト
　　京藤敏実会員

報告事項 プログラム

会長挨拶　　第62代会長　玉村一男


