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本日出席会員 41名 

 メークアップ（前々回）3 名 

 出席率（前々回補正） 76.92% 

「君が代」斉唱 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

 

会長挨拶 第 67 代会長 白﨑弘康           

只今、幹事の方から

ご紹介がありましたが、

本日、府中ロータリー

クラブの山田会長、並

びに酒井幹事にお越し

頂きましてありがとう

ございます。それと武

生国際音楽祭の林さんがＰＲでお越しになっており

ます。 

例年ですと新年度が決まって直ぐ位に府中さんと

の相互訪問を実施しておりますが、山田会長さんと

時間を取って行うと話しました。武生国際音楽祭に

つきましては、最終日に移動例会と言う形で、現在

30 名近くの方が参加予定で、コロナ対策にも十分気

を付けて行います。 

先週、安倍首相が突然辞任発表されまして大変驚

かされたのですが、「昔から、政界の一瞬先は闇」と

いう言葉がありますが、首相のこの時期での辞任と、

その後の２～3 日での急展開があっての自民党総裁

選となって、９月の中旬には決まっているかの様な

放送が色々な方面から流れていますが、私共は目の

前のコロナ禍の方が、誰が首相になるかより大事で

あります。福井県もカラオケよりクラスターが発生

しており多くの感染者が発表されておりますが、ク

ラスターより枝分かれして広がっていく事が怖いと

感じておりまして、この武生ＲＣの方も何とかコロ

ナ感染を防止しながら例会を継続していくところで、

政界の事よりも目の前のコロナの方が、非常に関心

が高いです。越前市もこの様な状況になっており、

武生国際音楽祭の移動例会も有りますので、皆様に

おかれましてはお気を付け頂き、例会も感染防止に

注意して行きたいと思っております。よろしくお願

いします。 

武生府中ＲＣ訪問挨拶                 

武生府中 RC で 2020-21

年度会長を拝命致しまし

た山田です。酒井幹事と

二人で寄せて頂きました。

本日は、白﨑会長よりご

紹介がありましたが、武

生ＲＣの訪問としまして、時期は少しずれましたが、

ようやく今日実現することが出来ました。 

「府中ＲＣもコロナで、毎週例会をどうするか？配

置をどうするか？ゲスト卓話をどうしようか？」ば

かりを考えている例会運営であります。これだけコ

ロナでダメだらけでは、何をして良いのか？何も出

来ないという状況の中で、クラブ方針を決めるとき

に、「このコロナに沿って活動をしよう」とコロナに

寄り添えながら活動をしていく、そして会員がまず

コロナに罹らない様に運営しないと、との思いで２

ヶ月が経ちました。武生ＲＣさんは親クラブであり

ますので、武生ＲＣさんを参考にしながら、「この時

代だからこそ、ＲＣとして通常の活動を地道に１年

を通して無事やることが運営方法ではないか」と考

えていますので１年間、宜しくお願いいたします。 

武生国際音楽祭ＰＲ                 

おかげさまで私たち武

生国際音楽祭推進会議は

昨年、「フィンランド音楽

祭‘90in 武生」以来３０

回となる記念すべき音楽

祭を無事に開催すること

ができました。本年も３

１回目を開催する準備を進めて参りましたが、状況

が一変致しました。世界に新型コロナウイルスが蔓

延しています。世界中でオリンピックの延期をはじ
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め、経済・文化・スポーツ・教育などのイベントが

次々と中止されています。これと共に文化活動、音

楽イベントも中止、規模縮小を余儀なくされていま

す。 

この中で私たち音楽祭推進会議も本年の音楽祭の

開催について、議論して参りました。その結果とし

て、このような時代だからこそ文化活動の灯を絶や

さないこと、また人間の本質をあらためて考え直す

好機ととらえ、今後しばらく続くと考えられるコロ

ナ禍の時代を生きる新しい芸術活動の在り方を、地

方が率先して模索していく事は重要と考え、本年の

音楽祭の開催を決意いたしました。 

「歴史を振り返るとき 人類は疾病（厄災）を

超えて進化してきました 武生国際音楽祭も時

代とともに進んでいきます」温かいご支援を賜り

ますよう心からお願い申し上げます。 

 

プログラム                           

ロータリー情報について 

辻岡俊三ロータリー情報委員長 

 昭和６０年（１９

８５年）に武生ＲＣ

野球チームが結成さ

れました。甲子園球

場で全国ＲＣ野球大

会が開催されている

ことを知り、林ガバ

ナーと共に武生ＲＣとして甲子園を目指す事になり、

日野川堤防近くのグランドで早朝練習を開始しまし

た。 

福井放送ＴＶが練習の様子を取材に来て「もう一つ

の甲子園」のタイトルで放映されました。大会当日

の対戦相手が過去３回の大会で２度優勝している強

豪広島北ＲＣで歯が立たず完敗しました。その後も

練習を重ね第５回大会では、群馬草津ＲＣ、東京府

中ＲＣに勝利しベスト 8 に残りましたが、残念なが

ら近江八幡ＲＣに敗れ夢は途絶えました。 

野球を通じて、多くのロータリアンと知り合えた

事は、ガバナー補佐として務めさせて頂いた３年間

のクラブ訪問に大いに役立ちました。 

総監督 三田村喜左衛門 監督 飯田勉  

主将 辻岡俊三 マネージャー 織田桂蔵 

 （背番号、ポジション、氏名の順です。） 

11 内 千葉耕平   31 外 蜂谷幸雄  19 外 五十嵐義和 

5 内 石川満夫  23 内 鎌谷忠雄  13 捕 木津敏夫     

15 外 小林幸一   14 内 中村正徳  12 内 織田桂蔵  

30 外 佐々木忠彦 28 内 竹内紀昭  20 内 土橋信一  

18 投 辻岡俊三   32 外 細川経夫   内 谷尾榮一 

9 内 中西真一郎 26 外 丹羽弘行  1 内 飯田 勉 

内 草桶順一郎、米岡房直 杉本俊一、山本有一郎、 

近藤信行、南谷郁夫、奥村 忠、城戸茂夫、玉村一男 

会員記事                   

9月誕生日お祝い・・・3名 

石 川 満 夫  88才  

佐々木 忠 彦  73才 

木 下 仁 史  53才 

 

９月結婚記念日お祝い…１名 

          桶谷 三枝子   37年 

ニコニコ箱・・・36,000 円 累計 212,500 円                  

・1年間よろしくお願いいたします。 

【武生府中 RC 山田寿治会長、酒井秀夫幹事】 

・本日は武生府中 RC 山田会長、酒井幹事ようこそお越し下

さいました。辻岡情報委員長、本日はよろしくお願いいた

します。                  【白﨑弘康】 

・満八十八歳を迎えました。六十五歳で隠遁でなく陽遁宣言。

よくぞ生きのびたものです。よき知人・友人に恵まれ、“生

かされている”を実感しています。      【石川満夫】 

・本日スピーチをさせていただきます。     【辻岡俊三】 

・武生府中 RC 山田会長、酒井幹事ようこそお越し下さいま

した。【谷尾榮一】【米岡房直】【田中大成】【三田村士郎】 

・誕生日自祝          【佐々木忠彦】【木下仁史】 

・昨日、山本歯科でインプラント埋入が成功しました。 

 また、小野谷機工が今日で 50 周年を迎えましてありがと

うございます。                  【三村昌之】 

・今回も例会に参加出来て感謝します。     【森上節子】 

・ちょっと             【宮前貴司】【市川隆成】 

・とても楽しいことがありました。       【宇野賢治】 

・辻岡さん、発表よろしくお願いします。  【吉田登喜男】 

 

例会変更情報／福井県内ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付（9 月 9 日～9 月 22 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(9月 8日)例会    9月 15日→13日 

移動例会 14：15～ 

武生国際音楽祭 2020 

越前市文化センター 

9月 22日 

 

   休 会 

9月 29日 

新入会員卓話 

「北陸電力の真実」 

川原雅人会員 

会員卓話 

「伝統産業と仕事唄」 

 吉田登喜男会員 


