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本日出席会員 35名 

 メークアップ（前々回）7名 

 出席率（前々回補正） 82.69% 

ロータリーソング「それでこそロータリー」  

 

会長挨拶 第 66 代会長 三村昌之         

皆さん、こんにちは、最初に

嬉しいお知らせですが、JETS

が昨日ﾗｽﾍﾞｶﾞｽでの全米大会

で 2 部門で 1 位、2 冠を達成

したとのことです。おめでと

うございます。昨日の京都で

の職業奉仕講演会のお話をし

たいと思います。先週の 2 月

16 日、政府は新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽを議論する専門家会議で、加藤勝

信厚生労働相と、専門家会議座長の脇田隆字国立感染症研究

所所長が記者会見で、「人混みを避けるような行動をし、不要

不急な集まりをなるべく自粛するようなことも検討する必

要がある」と発言のもと、各地のｲﾍﾞﾝﾄが次々と中止になった

経緯があります。昨日の「職業奉仕講演会」は中止にはなら

ず京都まで車で走りました。受付開始 12 時に会場の京都テ

ルサホールで、地区職業奉仕委員の田中茂会員が出迎えてく

れました。「あなたが今回地区受付のﾄｯﾌﾟﾊﾞｯﾀｰになったね。」

と言われ真面目過ぎた自分を少し反省したところです。 

その後は、三田村士郎・井上・上野・梅田会員、田中会員

6 名参加、一緒に聴きました。今回は講演会方式で、奈良県

生駒 RC 現会長の鴻池良一・スケーター(株)の代表取締役会

長、京都南 RC の武田一平・ニチコン(株)代表取締役会長兼

CEO の講演、経験と成功談を聞きに、その後座談会をすると

いう形式でした。スケーター(株)はプラスチックの弁当箱や

箸にハローキティやディズニーキャラクターを付け商品化、

社員 160人、売上高は 120億円の成功。夢を持つことが大事、

失敗もしたけれど夢に向かって何がなんでも頑張ることが

必要とのこと。武田氏のニチコン(株)はコンデンサなどを作

り社員 5,000 人、売上高は 1,200 億円、アメリカに 17 年間、

0 から営業した経験を話し、お客様のニーズをしっかり調べ

て製品を作り、商品は熱意を持って自信を持って売り抜くこ

と、誠心誠意売る、諦めないで売るとのこと。失敗したこと

がない、それは成功するまでやるから失敗しない。ギブアッ

プは敗北だ、ぼやっとしていたら良いことは何も見えない、

一日一回ハッとした気づきの人生を送れ、三つもやったらす

ごいぞ、ﾊｯﾄﾄﾘｯｸと言うと笑わせました。今回の講演は、経営

者の失敗談と成功談の話で大変勉強になりましたが、どんな

職業であっても「四つのテスト」に従って働けば、誰もが世

界に大きく貢献できるという結論になるようです。今日のプ

ログラムは炉辺会合の発表です。「次年度に期待すること」と

いうテーマです。 

 

プログラム                           

炉辺会合発表「次年度への期待」 

【1 班】日時：2月 14 日(金)18：00～場所：飯田 

責任者：小林幸一 発表者：三田村士郎 

参加者：石川満夫、米岡房直、宮本俊、河嶋一、 

宇野賢治、西本久美子、吉田登喜男、市川隆成 

２月１４日に今立の飯田さんに

て開催されました。まず小林責任

者、石川会員より RI 会長エレクト

のテーマ講演より、ロータリーとは

クラブに入会するというだけでな

く無限の機会への招待であり、地域社会でのささやかなプロ

ジェクトや一本の植樹まで奉仕する機会への扉を開いてい

るというお話をいただきました。その次に地区ガバナーエレ

クトの地区スローガン「ロータリーの原点に返る」について

の３つの方針をお聞きしました。このお話を聞いた中で、い

ろいろな話し合いをさせていただきました。 

・社会奉仕の皆で汗を流す事業 ・ロータリーの事をもっと

一般の方に知らしめる事業 ・丹南地域の歴史、文化をロー

タリーが後援する事業 ・炉辺会合など楽しい事業を増やし

ていきたい ・若い方を入会させて活性化したい ・夜間例

会を増やしてほしい ・卓話に、メールやスマートフォン、

SNS などの実用的な講習会を取り入れてほしい ・みんなが

参加する、市民も参加する事業 ・異業種が集まるロータリ

ーなので、各社の取組みを学べる職場訪問をして勉強したい 
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最後は、ロータリーを楽しめる工夫をしていかなければな

らないという宿題を残して、話し合いを終えました。 

【2 班】日時：2月 4 日(火)18：00～場所：大江戸別館 

責任者：内藤義介 発表者：井上常宏 

参加者：奥村忠、田中茂、三村昌之、西野昌美、 

    梅田雅彰、藤本幸紀 

責任者の内藤会員より、本年

の会長が出席している炉辺会

合ではありますが、次年度に向

けた議題であることを理解し

ていただいたうえ、本題につい

て皆さんのご意見をいただきたいという説明があり、それを

受け、ご意見をいただきました。（１）体を動かす事業を取り

入れてほしい。（２）本年も夜間例会がありますが、来年も行

ってほしい。（３）当ｸﾗﾌﾞには（野球・ｺﾞﾙﾌ・山登り・ﾜｲﾝ）

などの同好会がありますが、その同好会を活用した事業を行

ってもよいと思う。また、自転車でのﾂｰﾘﾝｸﾞや映画鑑賞会な

どの事業も楽しそうだと思います。（４）継続性のある事業を

続けてもよいと思う。（子ども食堂への支援など）（５）ﾛｰﾀﾘ

ｰとして子供向けのｽﾎﾟｰﾂ大会などに協賛した事業をしてほ

しい。（６）ｱﾊﾞｳﾄではありますが、子供は地元の宝でもある

ため、子供を巻き込んだ事業をしてほしい。（７）金を寄付す

る事業が多いように感じるので、体を使った事業をしてもよ

いと思う。（８）会員が高齢化しているので、年代を分けて高

齢者向け事業と若者向け事業の二つに分けた事業を行うと

面白いと思う。（９）ﾒﾘﾊﾘのある例会であるとよいのではない

か。多くのご意見をいただき、有意義な炉辺会合になりまし

た。その後、高級料理に舌鼓を打ちながら、世間のﾆｭｰｽを話

題に出しながら楽しいひと時を過ごしました。 この時、ｺﾛ

ﾅｳｲﾙｽの話を他人事のように話をしていましたが、未だに拡

大の一途を続けているので心配になっています。 

【3 班】日時：2月 4 日(火)18：00～場所：うおとめ 

責任者:河合敏一 発表者：上野巌 

参加者:渡辺佳男、白﨑弘康、野田義弘、宮前貴司、石川浩 

３班の報告をさせていただきます。６時から始めたのです

が、時間が足りなく、懇親会に入っても熱心な会議を飲みな

がら続けさせていただきました。河合責任者からの、「新しい

事業を考える」「ロータリーに

しかできない社会貢献できる

事業はないか」ということでス

タートしました。はじめに新規

事業について意見交換をし、その中で過去の事業を検証し、

何か次につながるヒントがないか模索しました。地場産業の

活性化（例えば越前和紙、陶芸など）につながるお手伝いは

ないか活発な意見が出ましたが具体的な提案には至りませ

んでした。次に観光分野では、富山市に「武生」の名前がつ

いた商店街があるらしいとの意見が出ました。先週の卓話で

はインバウンド事業で越前市にはたくさんの宝物があるが、

発信が十分でないから観光客の増加につながらないと指摘

がありましたが、まず住民自らが宝物に気づき、その気にな

ることが大事だということでした。芸術分野では丹南ｱｰﾄﾌｪｽ

ﾃｨﾊﾞﾙや、万葉恋の歌なども支援できることはないかという

意見が出ました。最後に会員の親睦を深めるものはないかと

いうことで、旅行例会として国内・国外に、小浜に河豚をな

どの提案もありました。また麻雀同好会か、麻雀大会をして

賞金をニコニコに出すなどの意見も出ました。 

ニコニコ箱・・・ 34,000 円 累計 1,070,020 円   

・炉辺会合発表よろしくお願いします。  【三村昌之】 

・炉辺会合の発表よろしく。宇野さんネパールよかったです

か？              【河合敏一】 

・炉辺会合第 4 班、塩田会員発表ご苦労様です。【竹内紀昭】 

・ちょっと              【米岡房直】 

・昨日の職業奉仕講演会に決死の思いで出席してもらいあり

が と う ご ざ い ま し た 。      【 田 中  茂 】 

・西本さんおめでとうございます。【白﨑弘康】【田中大成】 

・武生高校同窓会ではお世話になります。 【宮本 俊】 

・無事帰国。世界の平和と安寧を祈ってきました。 

         【宇野晃成】 

・ 炉 辺 会 合 の 発 表 を さ せ て い た だ き ま す 。 

【井上常宏】【上野 巌】【木下仁史】 

・いつも欠席ですみません。       【渡辺哲広】 

・コロナに対して自衛願います。     【宮前貴司】 

・ラスベガス V2 おめでとうございます。  【西藤浩一】 

・早退させていただきます。       【西野昌美】 

・JETS チア全米大会 in ラスベガス 2 部門 2 冠、 

 グランドチャンピオン獲得！！   【西本久美子】 

・欠席してすみません。            【奥村 充】 

・楽しく有意義な会でした。     【炉辺会第 1 班】 

 

例会変更情報／福井県内ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付（3 月 4 日～3 月 17 日） 

3月 5 日 敦賀西 RC  12：00～12：30   ﾌﾟﾗｻﾞ萬象２階ﾛｰﾀﾘｰ事務局 

3月 10日 福井フェニックス RC 18:00～18:30 

ザ・グランユアーズフクイ 1 階 

3月 16日  福井東 RC  12:00～12:30  アオッサ 1 階入口 

＊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(3月 3日)例会    3月 10日 

夜間例会 18：30～ 

ゲスト卓話 

法徳寺 蜂谷真勝氏 

3月 17日 
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3月 24日 

武生東高校 IAC 

活動報告 

第一例会行事 

会員卓話 

 宇野晃成会員 


