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本日出席会員 41名 

 メークアップ（前々回）0名 

 出席率（前々回補正） 77.36% 

「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         

皆さんこんにちは、本当にお久しぶりです。 

前回の例会は 2 月 25 日、3 カ月あまりも新型ｺﾛﾅｳｲﾙ

ｽで休会が続き、今日お

会いできて本当にうれ

しい限りです。久しぶり

の例会でびっくりしま

したが、出席率 75%を越

えました。よほど皆さん

が例会出席を渇望して

いたのでしょう。三密の

密閉、密集、密接を十分

に考え、「新しい生活様

式」を取り入れて開催さ

せていただきます。３ヶ月間、私もそうですが、それぞ

れにｺﾛﾅｳｲﾙｽで、ほとんどの方が何らかの影響がありご

苦労されていることと思います。今日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは宇野

晃成会員に話してもらう予定でしたが、急遽変更してｺ

ﾛﾅｳｲﾙｽから受けた影響や近況を１分間ｽﾋﾟｰﾁしていた

だくことになりました。話したいことは一杯あると思

いますが１分間の時間厳守でお願いします。 

さて県内の他の RC の状況を見ますと、ほとんどのｸ

ﾗﾌﾞは例会の再開が 6 月中旬以降のようで、6 月 2 日か

らは珍しい方に入ります。4 月、5 月のｽﾞｰﾑによる理事

会で合意をいただき、今日から再開することになりま

した。この３ヶ月間のロータリーの活動ですが、ｺﾛﾅｳｲ

ﾙｽによる影響で 4月 4,5日の京都での地区大会が中止、

今月 6 月 10 日ﾊﾜｲで行う予定だった国際大会も中止と

なりました。会長・幹事だけ集まって地区大会をしよ

うとの話もありましたが中止になりました。佐竹ｶﾞﾊﾞﾅ

ｰもご自身が飲食業（京都美濃吉）であり、今年は踏ん

だり蹴ったりで大変だったのではと推察しております。 

武生 RCでは後半の目玉事業だった 5月 30日のﾊﾞｰﾍﾞ

ｷｭｰ大会も中止で誠に残念でしたが、この間専決で、石

川会員のﾏｽｸを会員全員に４枚ずつ配布したこと、また

野尻医院に併設の子ども食堂主催の、「県外に出てｺﾛﾅ

で福井に戻れない学生達の支援」として、お米を５万

円分寄付させていただきました。今年度残る例会はあ

と 3 回となりました。昭和 29 年創立した武生 RC の 66

年に亘る長い歴史の中で、３ヶ月間休会は初めてだと

思います。志は半ばですが、ｺﾛﾅｳｲﾙｽのせいでやむを得

ない出来事として終生武生 RC の歴史に残ると思いま

す。一方嬉しいことに、３月から入会予定の越前そば

の里の桶谷社長が今日ようやく入会となりました。新

たな会員、しかも今年度非常に期待しておりました女

性会員ですので、武生 RC 一同大いに歓迎したいと思い

ます。推薦者の笠原章会員、よろしくお願いします。 

 

プログラム                           

「コロナ 3 ケ月に思う事（1 分間ｽﾋﾟｰﾁ）」 

出席者全会員（敬称略） 

【宮前】 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞはﾄﾞﾗｲﾌﾞｽﾙｰはおかげ様で順調ですがｱﾙ

ﾌﾟﾗｻﾞなどは厳しい状況、もっと厳しいのが娘でして、羽田の

国際線でｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎｽﾃﾙをしております。ﾘｽﾄﾗされないか心配し

ております。 

【石川（浩）】 ﾏｽｸを買っていただきありがとうございまし

た。ﾏｽｸは順調に売れています。家にいる時間が多く料理担当

になり家では料理をしています。 

【柿谷】 学校給食などが厳しい状況、自分に時間ができﾗﾝ

ﾆﾝｸﾞを平日 15km、土日 20km ｽﾄﾚｽ発散しています。息子がﾎﾃ

ﾙに就職したがやっと昨日入社式でほっとしています。 

【三田村（久）】 息子が 3 月に帰ってきて一緒に経営をす

る予定でしたが、もう少し東京の熊谷組でがんばれというこ

とにしました。来年には息子も戻り、商売もやっていきます

ので、よろしくお願いいたします。 

【田中（大）】 3 月 31 日以来どこにも出ず、今日まで我慢
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していましたが、そろそろ名古屋方面から行きたいと思いま

す。建設業は半年後、一年後に影響が出てくると思うので心

配です。 

【河嶋】 ｺﾛﾅで会社にいるが、会社にいるのがこんなに苦痛

だということがわかりました。ｺﾛﾅが収まりましたら、どんど

ん外に出て仕事をしていきたいと思います。 

【有定】 お久しぶりです。仕事は東京もずっと休んでいま

す。毎日何をしているのかなと思っています。手術の影響も

あり、外出しないように努力しておりました。柿谷商店から

お誕生日のお祝いの蒟蒻が届き、嬉しかったです。 

【佐々木】 実は 1 月 19 日から 3 泊 4 日で上海にいってお

りました。家内といっしょにツアーで行ってまいりました。

今のところ熱もありませんし、大丈夫だと思います。 

【奥村（充）】 北陸電力は衛生管理とｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽを守り、

電気の供給に努めてまいりますので、よろしくお願いいたし

ます。6 月 25 日に富山に異動になり、6 月 23 日の例会には

後任とともにご挨拶させていただきます。昨日 8 時ごろぼー

っとﾃﾚﾋﾞを見て居りましたら、急に花火が始まりました。勇

気づけられました。 

【野田】 2 月から病院に 3 件行きたかったのですが、我慢

しておりました。ケガしたのも今日診てもらう予定です。済

生会も 6 月に入って行きたいと思います。 

【市川】 引接寺は 3 月から無観客法事ということで、お参

りもご遠慮させていただいておりました。幼稚園は 3 月は通

常、4 月は自主休園、5 月から再開、何とかやっております。

少しずつ戻ってきているかなと思います。 

【西本】 料亭うおとめの状況は、2 月はほぼ通常、3 月は

元々1 千万の売上が 300 万に、4 月は休業状態。5 月から「ご

ちそう市」を始めました。夕食のもう一品に料亭の一皿をく

わえていただければと考えています。6 月も継続してやりま

す。 

【宇野（晃）】 学校のお話をします。3・4・5 月休校でした。

職員は出勤していました。学校から生徒がいなくなると全く

生徒の声は聞こえない状況でした。今までに例のない、卒業

式・入学式、歌を歌わない式でした。 

【米岡】 ｺﾛﾅにかかったのではないかと不安でした。孫が大

学から帰ってきてから体調が悪く、急に倦怠感が出て、手足

がしびれ、やばいと思いましたが、熱はなかったのですが、

気になって気になってしょうがなく、しばらく会社も休んで

いました。 

【宇野（賢）】 皆さんに会えてとてもうれしいです。こんな

にｽﾄﾚｽがたまるのは初めてです。会社も 4月 11日から休業、

生活も一変しました。真っ直ぐ家に帰って家内のお手伝い、

日曜日のｺﾞﾙﾌが OK になりました。 

【森上】 ﾎｰﾑに入っています。2 か月間同じ顔をみて同じ生

活をしていました。今日は久しぶりに皆様にお会いできて嬉

しいです。 

【瀧見】 3 月 20 日から二カ月間昔のケガの後遺症が出まし

て、歩くことができずｺﾛﾅどころではありませんでした。 

【玉村】 まず RC のﾒﾝﾊﾞｰから感染者が出なかったことがよ

かったと思います。目に見えない敵と戦う訳ですが、戦時中

の空から爆弾が落ちてくることを考えたら、まだましじゃな

いのかなと思います。 

【渡辺（佳）】 昭和 6 年生まれ、89 歳でございます。運転

免許は来年の 7 月 26 日まで。女房の名前も忘れず毎日 2 合

のお酒が楽しみ、そして 4 本足で歩いております。毎日ｺﾛﾅを

避けるため自動車で鬼ｹ岳周辺、日野山周辺の山野でお日様

の光を浴びております。 

【奥村（忠）】 この 3 か月間、本当に夜出かけることが全く

ありませんでした。初めてです。予定表も真っ白になりまし

た。だんだんおさまってきました。仕事の方は、高齢の患者

さんが多く、激減して暇でした。また元気で過ごしましょう。 

【宮本】 ｺﾛﾅの生活ですが、ｲﾍﾞﾝﾄや入学式、総会などにご

挨拶に伺うのが私の仕事ですが、そういうものが全くなくな

り活動停止状態です。いろいろな要望や相談事などを県に繋

げていく仕事だけは、しっかりとさせていただいたつもりで

す。頑張りましょう。 

【田中（茂）】3 月 4 月悶々としておりましたが、山を切り開

こうというﾃﾚﾋﾞ番組を観て、自分の山もやってみようと思い、

5 月の連休から山へ入りました。1 日 5～6ｍ、今は 50ｍほど

進みました。1 周 500ｍの遊歩道を目指して頑張ってます。出

来上がったら、皆さん一緒に登ってください。 

【京藤】 教科書のことですが、3 月から学校がお休みで高

校は教科書を購入するためだけの日を設定していただきま

した。大学は、4 月に販売の予定が休校ですので、通販でや

ることになり、学生一人一人に個別に対応しました。どうに

か先週終了いたしました。 

【上野】 ﾃｲｸｱｳﾄがこんなにあるものかと思っています。日

曜日お昼は外食でしたが、ﾃｲｸｱｳﾄしています。時間ができて

家の掃除がたくさんできました。いつもの買物はだるまや西

武など福井でしたが、丹南近辺中心に変わりました。 

【辻岡】 10 年ほど前からｸﾛｰﾊﾞｰをﾌﾟﾗﾝﾀで育てていますが、

今までじっくりと見ることがありませんでした。見ていると

四つ葉のｸﾛｰﾊﾞｰを見つけ、五つ葉のｸﾛｰﾊﾞｰも見つけました。

なんと六つ葉も見つけました。調べたら六つ葉のｸﾛｰﾊﾞｰを見

つける確率は1千万分の1。大事に育てていこうと思います。 

【三田村（士）】 ｺﾛﾅ渦中の時に、どうも陽性なんじゃない

かと安否確認の連絡をいただき、ありがたいなと思いました。

毎日夜、いつも家内と夕食を食べますが、話題もなくなり、

無言の夕食が続いております。次年度、どうぞよろしくお願

いいたします。 

【小林】 元気に集まれる、こんな幸せなことはありません。



 

この機会に自分の書類やら身の回りの物の整理をしました。

いつｺﾛﾅが来ても大丈夫です。2 月 19 日～10 日間、ﾊﾜｲに行

ってましたが、その 3 日後にすべてｸﾛｰｽﾞに。生きていること

が一番、元気が一番です。 

【橋本】 旅行会社ですが、2 月の後半～あらゆる旅行がｷｬ

ﾝｾﾙ、3 月は悪夢の電話が続きました。その結果、4･5･6･7月

の旅行はｾﾞﾛの状況です。夏からの旅行はまだ戻ってきたか

なと思っています。長女はﾊﾞﾚﾘｰﾅで休業状態、次女も関西空

港拠点の CAで 3 月から休業という状態です。 

【梅田】 会計ｿﾌﾄなどの新規参入などもあり、仕事は忙しい

のですが、お客様の方がしんどそうな感じでした。橋本さん

とｱﾙﾌﾟﾗｻﾞでお会いした際に、「ﾏｽｸがない」と伝えたら、事務

所まで持ってきてくださいました。感動しました。 

【竹内】 学校教材を扱っておりますが、5 月からも学校が

始まらないので、在庫を抱えておりましたが、やっと少しず

つ動き出したかなと思っております。 

【藤本】 ﾄﾖﾀのﾗｲﾝがｽﾄｯﾌﾟすると何百万という影響があり、

それが何週間も続くわけです。三密とかﾃﾚﾜｰｸとかいろいろ

やっていますが、今まで忙しく走り続けていたので、今は休

憩かなと思います。休憩で終わればいいですが。肩の手術で

１か月病院に入ります。 

【笠原】 今立と押田は、3 週間ほど日本で 1 番発生率が高

い地域でした。私の病院にも 5 人目でｺﾛﾅが来ました。かなり

濃厚接触しました。2 週間病院を閉めました。じっくり休め

ました。今日の東京の感染者 30 人超したそうです。PCR もや

りますので、ご相談ください。 

【井上】 会社の方は開店休業のような日々が続いておりま

す。子供二人のうち 1人は 3月から家の方に帰ってきてます。

5 月入ってから自宅でｵﾝﾗｲﾝ授業しています。もう 1 人は東京

でﾊﾞｲﾄなどして生活しています。 

【河合】 会社の事はその前からわかりません。夜は毎晩飲

みに行っていたのが行けなくなり、ｽﾄﾚｽがたまることと、体

脂肪がたまること、屋根の泥がたまることくらいです。これ

から私の生活はどうしたらいいかなと思っています。誰も寄

ってきませんので、寄ってくるようにしたいと思います。 

【西藤】 商工会議所も 5 月まで完全休業でした。景気の動

向、会議所も補助金などのご提案や相談も頑張っているとこ

ろですが、昨日「えちぜんみらい飯」というｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ

が始まりました。飲食店を応援するﾚﾃﾞｨｰﾌｫｰというｻｲﾄで、商

工会議所・商工会・商工会議所青年部の 3 者主催で飲食店に

負担のない形の「越前みらい飯」の支援活動がｽﾀｰﾄします。 

【木下】 ﾀﾞｽｷﾝではほぼ通常通り、業務をさせていただいて

おります。ただ、出張、単身赴任の帰省は一切禁止というこ

とで、2 カ月家に帰ることなく皆様のような夫婦の問題はご

ざいません。来週から少し注意したいと思います。 

【吉田】 当社では日々福井県の感染者情報を連日ｽﾀｯﾌが県

庁まで行って、生中継で放送させていただきました。最近は

専門ｽﾀｯﾌで、飲食店「ﾌﾚｰﾌﾚｰたんなんのお店」の企画をすす

めております。嬉しかったのは、社員自らの発案で地域のお

店を応援しようと、週に 2 回ﾗﾝﾁをﾃｲｸｱｳﾄを頑張っているお

店から注文して少しでも売上をと実践してくれていること

です。社員がそういう気持ちを持ってくれていることが嬉し

いです。 

会員記事                    

6月 誕生日お祝い   ･･･7名 

渡辺 佳男 89 才 

田中 茂  68 才 

野田 義弘 60 才 

橋本 勝利 58 才 

奥村 充  53 才 

坂本 陽子 53 才 

渡辺 哲広 52 才  

6月 結婚記念日お祝い 

･･･1名 

宮前 貴司・真子 28 年 

 

6月 連続出席お祝い  

  ･･･2名 

三村 昌之  12 年 

佐々木忠彦   6年 

 

報告事項                   

《新入会員紹介》 

おけたに  みえこ 

桶 谷 三枝子 さん 
生年月日／昭和 24年 7月 26日 

職業分類／食品製造 

事業所 ／株式会社武生製麺 

役 職 ／代表取締役社長 

事業所住所／ 

         越前市真柄町 7-37 

推薦者 ／笠原 章会員 

プログラム 炉辺会合（未掲載 4・5 班分）   

【4 班】日時：2月 4 日(火)18：00～場所：神崎家 

責任者：竹内紀昭 発表者：塩田憲康 

参加者：谷尾榮一、田中大成、西藤浩一、三田村久光、 

   奥村充 

冒頭に、責任者の竹内会員から、次年度の方向性や想い

を聞いていない現時点で、次年度へ期待することを挙げに

くいとは思いますが、遠慮なく皆さんが期待することを話

してください。との話のあと、谷尾会員からロータリーと

しての職業奉仕のあり方や、地区の方針、RI の方針につい



 

て噛み砕いて説明があり炉辺会合が始まりました。 

・ロータリーの行動、活動の広報を市民に理解してもらう

ように努める。・ロータリー人生

を満喫できるように、内容の濃い

活動や例会を行う。・体を使い、汗

を流すような活動をする。・趣味

を活かした例会を行う。・青少年

や子供を守る活動を行う。・会の活性化のために、若い会員、

女性会員を増やすべきだ。・地区大会のように夫婦での参加

ができるような事業を行う。・白崎会長の想いを大事にし、会

員相互で助け合う 1 年にする。 その後は、免疫力を高める

ような美味しい料理をいただきながら、楽しい時間を過ごし

ました。 

【5 班】日時：2月 7 日(金)18：00～場所：うおとめ 

責任者：佐々木忠彦 発表者：木下仁史 

参加者：辻岡俊三、玉村一男、森上節子、宇野晃成、 

      矢尾主成、柿谷好彦、前田栄二、有定静子 

 責任者の佐々木会員よりﾚｼﾞｭﾒをいただき、令和３年 3 月

には台湾中壢ロータリークラブが来日予定であることや、次

年度のｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄである松原六郎氏は福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC である

ので、福井への関心が高まるのではないかというお話もいた

だきました。過去の活動記録などのお話の後に、皆さんとの

意見交換の時間となり、色んなご意見をいただきました。同

好会をもう少し増やしてほしい、合唱部、自転車部など。社

会奉仕活動が主体になっていな

いのではないか。カプラなどの事

業はとてもよかった。職業奉仕で

は、商業高校と工業高校が合併に

なり、150 名の模擬面接人数にな

るので、体制を整えた方がいいのではないか。ﾆｺﾆｺ箱関連で

は、上位など中間発表などしてはどうか、過去に名札に金額

が明示してあるという時期もあったと聞きました。ニコニコ

の金額は守られているのだろうか。一括して集金してはどう

かなど意見が出ましたが、まとまりませんでした。全員一致

でまとまったのは、決して暇ではないはずの委員長が目標達

成率の分析などをしてとても大変だなぁということでした。

例会の服装について、仕事の途中の例会の参加の是非が話題

として出ました。服装は、清潔にし、周りの人に不快感を与

えないようにしましょう。襟章を付けましょう。ということ

なので、やむを得ない場合は特別な行事以外はよいのではな

いかとまとまりました。卓話、新人、会員卓話も楽しみにし

ているので、増やしてほしい。 

地引網やバーベキューなど家族ぐるみの楽しみが年一度あ

れば嬉しい、村国山清掃の後のバーベキューなど奉仕活動を

した後の親睦会は懇親が深まっていいのではという意見も

ありました。過去の親睦でよほど楽しかったのか、いかだ下

りについて約 10 分にわたり思い出を語っておられました。ｸ

ﾘｽﾏｽ会のやり方も見直してもいいのでは、親睦委員と新人会

員だけではなく、全員参加の方がいいのではないか。52 分 32

秒の充実した炉辺会合になりました。そのあとは、うおとめ

で美味しくお料理とお酒をいただきました。 

 

ニコニコ箱・・・ 83,000 円 累計 1,153,020 円   

・久しぶりの例会ありがとうございます。 

 新入会員の桶谷さんお待たせしましたが、おめでと

うございます。西本会員、ﾌﾟﾘﾝの配慮ありがとうご

ざいます。             【三村昌之】 

・令和 2 年がまともな年になることを祈る。  

                   【渡辺佳男】 

・お久しぶりです。【辻岡俊三】【竹内紀昭】【米岡房直】 

        【玉村一男】【野田義弘】【森上節子】 

・連続出席自祝                   【佐々木忠彦】 

・新型コロナ感染が福井県ではゼロが続いていますが、

ワクチンが出来るまでは三密に気を付けましょう。 

                   【奥村 忠】 

・桶谷様、紹介させていただきます。   【笠原 章】 

・誕生日自祝 皆さんお元気ですか？  【田中 茂】 

・誕生日自祝 結婚記念日自祝【瀧見良之】【橋本勝利】 

・誕生日自祝       【田中大成】【吉田登喜男】 

・コロナに負けるな          【宮本 俊】 

・お陰様で学校が再開しました。     【宇野晃成】 

・結婚記念日自祝 お久しぶりです。  

 【井上常宏】【宮前貴司】【木下仁史】 

・結婚記念日自祝 皆さんにお会いできてうれしい 

 です。               【宇野賢治】 

・誕生日自祝(4 月) プリン召しあがって下さい。 

                  【西本久美子】 

・コロナ第 2波がこないように！    【三田村久光】 

・三村会員、佐々木会員、連続出席おめでとうございま

す。                 【上野 巌】 

・誕生日自祝 気づけば 53 才とは…  【奥村 充】 

 

例会変更情報／福井県内ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付（6 月 17 日～6 月 30 日） 

ビジター受付はありません。 

＊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(6月 16日)例会    6月 23日 

最終例会 

一年を振り返って 

   三村昌之会長 

6月 30日 

 

  休  会 

7月 7日 

第一例会行事 

新年度挨拶 

定款細則変更について 

 田中茂ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長 

会員卓話 宇野晃成会員 

https://www.taipeinavi.com/area/detail.php?area_id=33

