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本日出席会員 36名 

 メークアップ（前々回）4名 

 出席率（前々回補正） 68.63% 

「君が代」斉唱 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

会長挨拶 第 66 代会長 三村昌之         

こんにちは、今日から織田桂蔵

さんが入会されましたことを心

より歓迎いたします。本日午前、

形式的ですが新入会員インフォ

メーションを行いました。 

先週 11 月 30 日(土)の KAPLA

ワークショップ例会にご参集い

ただきました会員の皆さん心よ

り御礼申し上げます。駅前に改修

されました「市民プラザたけふ」の「てんぐちゃん広場」に

積み木の KAPLA、竹馬・ホッピング・時計などを寄贈した

事業は、今年１月に当時の市民福祉部部長で現総務部長の小

森誠司さんに話を持ちかけ、子ども福祉課と話し合いながら

生まれた企画で、NPO 法人の子どもセンターピノキオさん

にお渡しするという計画でした。今年度の目玉事業である

「地域の子どもを支えよう」という重点事業計画と位置付け

ておりまして、カプラを寄贈し尚且つその遊び方のワークシ

ョップをして会員が参加してフォローしたことに大きな意

義があったことと思います。河嶋社会奉仕委員長が要請しま

したKAPLA社の日本総代理店アイピーエス社のディレクタ

ーかつ代表取締役社長の冨安智子さんは何千回もワークシ

ョップをこなして来た 66 歳の女性です。前日の 29 日に河

嶋・井上・私が出迎え、「秀亭かねろく」でおもてなしをしま

した。日本酒を嗜む方で、次の日のワークショップに影響し

ない程度に飲んでいただきました。アイピーエス社は 1991

年(平成 3 年)に設立した会社で 1996 年(平成 8 年)に KAPLA

社の正式代理店になったと聞きました。当時はそんなつもり

ではなかったが 28 年以上 KAPLA にはまってしまったとの

こと。アメリカの映画監督スティーブンスピルバーグや皇室

の愛子さんが KAPLA にはまっていたとも聞きました。30 日

のワークショップでは、なんと高さ 2m 以上のタワーを作っ

てみせ、蒲鉾の板のようなものでこんな立派なものができる

とびっくりしました。終わってから、宇野会員と私で御清水

庵のおろし蕎麦を食べていただきましたが、非常に美味しい

と喜んで帰られました。 

ところでこの「てんぐちゃん広場」ですが、会場内の看板

の下に小さなプレートが貼ってあり、この広場は去年平成 30

年 12 月 25 日に大塚喜代子さんからの寄付で整備したと記

載がありびっくりしました。彼女は「サンライフ小野谷」に

入居していた方で、心不全で最期をホームで迎えた方でした。

元市役所に勤め議会の速記者として長年勤務された方です。

身寄りが誰もいなかったため、死後遺言で市に 1 億 7 千万円

を寄付されました。その寄付を早速てんぐちゃん広場に使っ

たという奈良市長にも驚きますが、もう少し大塚喜代子さん

のことを大きく書き残してあればと思いました。 

年次総会                    

2020～2021年度 武生ＲＣ理事（敬称略） 

[理事・役員] 

会長 白﨑弘康 

 会長ノミニー 野田義弘、副会長 小林幸一 

[理事]石川 浩、田中 茂、三田村久光、宇野賢治 

   井上常宏、上野 巌 

[理事・役員]幹事 三田村士郎、会計 田中大成 

      直前会長 三村昌之 

 ～満場一致の拍手で承認されました 

プログラム                  

新入会員卓話 

「かこさとしさんと私」 市川隆成会員 

 

 この武生の町で生ま

れられた、かこさとしさ

んと私というテーマで

お話させていただきま

す。大正 15 年にお生ま

れになりました。昭和、

平成を生き抜かれ、平成

TAKEFU WEEKLY 

 

 

 

      

 

 

第 3149回 例 会 記 録 令和元年 12月 3日(火) 

k 

mailto:takefurc@es.ttn.ne.jp


 

30 年 5 月に 92 歳でお亡くなりになりました。かこさ

とし小学校卒業文集から「過去六年間を顧みて」とい

うご本があり、それに「私が通っていたのは、天台宗別

格本山引接寺の丈生幼稚園という難しい名であると知

ったのは・・・」とあります。かこさとしさんは、本名

「中島哲」さんといい、お父さんは「中島顕誠」さんと

いうのですが、三重県島ヶ原村の農家の次男として生

まれたそうです。津の工業学校、宇治にあった陸軍造

幣廠火薬製造所に勤務、その後福井に新設の大同肥料

株式会社（現：信越化学工業）に転じ、その社宅で長女

と次男の哲が生まれました。びっくりしたのが、私の

旧住所、三重県伊賀市島ヶ原中村 4251 西念寺と一致、

檀家であったのです。 

 私もこちらに来たのは母親が朝日町ということでご

縁があってからですが、もうひとつ、かこさとしさん

のご縁があり、不思議なことがあるのだと感じでいま

す。私のまだいないときに、丈生幼稚園が見えるとこ

ろにお墓を立ててもいいですかというお願いがありま

した。引接寺は引き受け、そのようになりました。絵本

の形をした変わったお墓です。このご縁を、私が武生

で生きていく証として、大切にしていきたいと思って

います。 

会員記事                    

１２月 誕生日お祝い   ･･･２名 

宮 前 貴 司 58 才 

井 上 常 宏 52 才 

１２月 結婚記念日お祝い ･･･２名 

佐々木忠彦・祐 子 42 年 

西野 昌美・貴代美 36 年 

１２月 連続出席お祝い ･･･３名 

奥 村   忠 29 年 

瀧 見 良 之 22 年 

河 合 敏 一  11 年 

 

新入会員紹介                   

 

織田 桂蔵（おた けいぞう）さん 

生年月日／昭和 16年 2月 10日 

職業分類／寝装製造 

事業所／ 

㈱オーシンエムエルピー 

役職／会長 

事業所住所／越前市矢放町 14-23 

  推薦者／藤谷家也会員 

 

ニコニコ箱・・・ 57,000 円 累計 744,000 円   

・新入会員の織田桂蔵会員おめでとうございます。 

 心より歓迎いたします。市川会員卓話よろしく 

 お願いします。           【三村昌之】 

・再入会よろしくお願いします。   【織田桂蔵】 

・本日入会の 53 番目会員は貫禄十分 【渡辺佳男】 

・新？入会員を紹介させて頂きます。  【藤谷家也】 

・織田桂蔵君よろしく。        【辻岡俊三】 

・織田会員再入会ご苦労様。よろしく。【谷尾榮一】 

・連続出席自祝 織田先輩が再度入会され本当に 

 よかったです。           【河合敏一】 

・結婚記念日自祝         【佐々木忠彦】 

・連続出席自祝      【奥村忠】【瀧見良之】 

・織田さんの入会おめでとうございます。【田中茂】 

・本日は次年度理事のご承認ありがとうございます。 

                  【白﨑弘康】 

・織田様よろしくお願いします。    【田中大成】 

・誕生日自祝 ちょっと早退します。  【井上常宏】 

・誕生日自祝 織田さんようこそ。市川さん卓話 

 楽しみにしています。        【宮前貴司】 

・奥村さん、ライラお願いします。   【矢尾主成】 

・織田さんおめでとうございます。これからもよろ 

 しくお願いします。        【三田村久光】 

・長女 JETS全日本チアダンス 4連覇 2月全米へ 

                 【西本久美子】 

・連続出席おめでとうございます。   【上野巌】 

・今年大変お世話になりました。武生 RCに入会して 

 よかったです。ありがとうございます。【坂本陽子】 

・KAPLAで楽しむ子供を見てほっこりしました。 

                   【奥村充】 

例会変更情報／福井県内ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付（12 月 18 日～12 月 31 日） 

12 月 19 日  福井西 RC  12:00～12:30 護国神社左側の社務所 

12 月 19 日 敦賀西 RC  12：00～12：30   プラザ萬象２階 

12 月 19 日 福井 RC 12:00～12:30 ユアーズホテルフクイ 1 階 

12 月 19 日 武生府中 RC 12:00～12:30  

ＪＡ越前たけふ農協会館 2 階事務局 

12 月 20 日 福井あじさい RC  12:00～12:30  ﾎﾃﾙﾘﾊﾞｰｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ 

12 月 24 日 福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 18:00～18:30 ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝﾕｱｰｽﾞﾌｸｲ 1 階 

 

＊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。 

 

本日(12月 17日)例会    12月 24日→21日 

クリスマス家族会 2019 

17：30～料亭うおとめ 

12月 31日 

  

  休 会 

 

1月 7日 

第一例会行事 

会長年頭所感 

健康管理 

上野巌委員長 


