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本日出席会員 36名 

 メークアップ（前々回）1 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」 

 

副会長挨拶 副会長 小林 幸一                 

新年明けましてお

めでとうございます。 

今年度、上半期を振

り返りますと、   

9 月 13 日 越前市

文化センターで例会

を行った後、武生国

際音楽祭 2020 ファイナルコンサートに行き、音楽鑑

賞しました。 

10 月に開催予定だった、IM は中止となりました。 

11 月 7 日 しくら賞授与式を開催予定でしたが、コ

ロナ禍で今年度は表彰式を行わずに選考のみを行って

頂き、各学校で表彰していただきました。武生ロータ

リークラブ賞は 23 名の小中学生が受賞されました。 

11 月 17 日 山本ガバナー補佐をお迎えして、公式

訪問前のクラブ協議会を開催しました。 

12 月 1 日  松原六郎ガバナーをお迎えして、武生

府中ロータリークラブと合同で公式訪問を行いました。

合同例会の前に松原ガバナーとの懇談会が開催され有

意義な時間が持たれました。 

12 月 22 日 今年度はクリスマス家族会を開催する

ことができませんでしたので、クリスマス例会として

二胡演奏者 小林寛明さんに演奏をお願いしました。

後半は、3 月に 3 年に一度の中壢ロータリークラブと

の調印式を開催し中壢より来ていただく予定でしたが、

4 月に武生 RC と中壢 RC 姉妹クラブ再調印式をパソ

コン画面越しのリモート形式で実施する予定です。現

在日程等調整していただいています。 

4 月に開催予定の地区大会は京都で会長・幹事のみ

の参加となります。 

5 月に開催予定の RYLA も中止が決まっています。 

新型コロナウイルスによる混乱の中だからこそ、これ

を一歩進め、かつ、新しい生活様式をリードするロー

タリーにしていこうではありませんか。明るく元気に

会員が相互に助け合い、健康と天職を守りながら、明

日に繋がる運営・奉仕に取り組みたいと思います。ま

た、コロナ禍に対し、防止するような奉仕事業を行っ

ていきたいと思っておりますので、下半期も会員の皆

様のご指導、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

プログラム                           

年男・年女としての抱負  

西本久美子会員 

「牛の如く」「率先垂範」 

自ら
みずから

得意
と く い

になるなかれ、自ら
みずから

棄
す

つるなかれ、黙々
もくもく

として牛
うし

の

如く
ご と く

せよ。 汝
なんじ

の現今
げんこん

にまく種
たね

は、やがて 汝
なんじ

の収
おさ

むべき未来
み ら い

となって現
あら

はるべし。 

（夏目漱石「日記」明治 34 年 3 月 21 日）３４歳 

夏目漱石が数えで 50 歳の時に、自分の門下である

20 代の芥川龍之介と久米正雄に送った手紙。「牛にな

る事はどうしても必要です。われわれはとかく馬にな

りたがるが、牛にはなかなかなり切れないです。」「馬

になりがたる」というのは、「早く、俊敏に、優雅に、

突き進んでいく」、そんな様子です。年女 4 回目ですが、

今まで馬のように生きてきた私は、この年女としての

節目にふと思いました。とても大切なものを忘れてき

た気がします。今年の一言として、「率先垂範（そっせ

んすいはん）」という言葉を日々心に置き、現場主義、

お客様第一主義で自らまず模範を見せ、リーダーシッ

プをとれるよう行動したいと思います。今年も、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

宮前貴司会員 

生まれが 12 月 24 日なので、まだ還暦を迎える歳ま

で来ていませんので、じっくりと還暦を迎えたいと思
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います。今年を迎えるにあた

って、プライベートな目標で

すが、10 年間かけて体重を

1 キロずつ増やしていまし

て、今 64キロございます。

今年は 58 キロまで落した  

いと思います。職業奉仕の観点からお仕事の目標です

が、2020 年はよろしい年でした。21 年.22 年と、コロ

ナが終息しても 20 年が幻とならない様に、今のお客さ

んを大切にして、来て頂ける様にしっかりとサービス

の質を見つめ直し、じっくりと取り組みたいと思いま

す。 

藤本幸紀会員 

今年還暦という事で、私

の生まれた年に何があっ

たのかと思いネットで調

べていましたら、「スーダ

ラ節」をご存知ですか。ま

さにスーダラ節に歌われ

ている事が、今まで私が過ごしてきた状態じゃないか

と思います。「ちょいと一杯のつもり～♪♪♪～わかっ

ちゃいるけど辞められない！」この状態でここまで来

ました。6 年前からジムに通っていまして、周りの皆

さんはスマートな体型になって行きましたが、私は今

の体型になっていました。今のご時世、コロナ過の影

響で色々世情は変わっています。また生活常識も変わ

っています。「わかっちゃいるけど辞められない！」で

は済まされない状態となっていますので、もう一度自

分の私生活を改めて、このご時世に順応できる様な形

で生活していく必要があるんじゃないかと思っていま

す。 

桶谷三枝子会員 

最近、新聞の死亡欄を見ま

して、年齢チェックをする様

になりました。いくつで亡く

なりになるのか見ますと、

70 代が最近多いです。そう

思うと、自分達そろそろ良い

のではないかと思います。今

まで、好きな事、やりたい事を一杯やって周りにも迷

惑をかけてやって来られて、その点では何の後悔も無

いです。今考えますと、未来の事は今やらないといけ

なく、過去に残した事も今やらなければいけないです。

自分の事で、未来に先延ばしするのではなく、今やら

なければいけないと最近思う様になってきました。去

年 1 年はコロナ禍で始まり、コロナ禍で終わりました。

そして年明けたら、コロナ禍で始まりました。予測の

つかない未来、今年、来年、今までに無い怖さを感じ

ています。コロナ禍が終わると元に戻る事はあり得な

いと思います。その中で日々どうしたら良いのか思っ

ています。違う世の中になっていると認識しないとい

けないと思います。 

会員記事                   

１月 誕生日お祝い   ･･･2名 

市 川 隆 成   69才 

宇 野 賢 治   58才 

 

 

１月 連続出席お祝い ･･･１名 

井 上 常 宏   12年 

ニコニコ箱・・・47,000 円 累計 551,500 円                  

・新年明けましておめでとうございます。今年もよろ

しくお願いいたします。年男・年女のスピーチ楽し

みにしております。          【小林幸一】 

・明けましておめでとうございます。今年もよろしく 

お願いいたします。   【石川満夫】【辻岡俊三】 

【谷尾榮一】【内藤義介】【河合敏一】【佐々木忠彦】 

【米岡房直】【田中 茂】【野田義弘】【田中大成】 

【宮本 俊】【宇野晃成】【宮前貴司】【三田村士郎】 

【矢尾主成】【三田村久光】【橋本勝利】【吉田登喜男】 

・昭和去り平成過ぎて令和なる  

よき正月の酒こそよけれ       【渡辺佳男】 

・明けましておめでとうございます。コロナが一刻も

早く治まりますように。本年もよろしく 【奥村 忠】 

・小林副会長、もう少しです。頑張って下さい。 

                   【三村昌之】 

・今年も元気を頂いています。感謝です。皆様よろし

くお願いいたします。         【森上節子】 

・年女の卓話させていただきます。   【西本久美子】 

・明けましておめでとうございます。年男（還暦）で

す。                【藤本幸紀】 

・明けましておめでとうございます。本年もニコニコ

箱への絶大なるご協力をよろしくお願いいたします。 

                   【市川隆成】 

例会変更情報／福井県内ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付（2 月 10 日～2 月 23 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(2月 9日)例会    2月 16日 

ゲスト卓話 

「天気とことわざ」 

気象予報士 村田光広氏 

2月 23日 

 

 

3月 2日 

第一例会行事/ゲスト卓話 

「SDGsについて」 

   川口サマンサ氏 

第一例会行事 

会長年頭所感 


