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本日出席会員 32 名 

 メークアップ（前々回） 5 名 

 出席率（前々回補正） 67.35% 

ロータリーソング「それでこそロータリー」 
 

会長挨拶 第 69 代会長 河嶋 一         

先週から思いも

よらぬ大雪で、会

員の皆さんにおか

れましては、除雪

や仕事の段取り等

大変ご苦労された

と事と思います。 

私自身、予定を

早めて例会終了後、すぐに東京に向かいました。東京

もかなり寒く、新橋駅前はいつもの人込みはなく閑散

としていました。 

翌日は時間に余裕があったので、豊洲にある TEAM 

LAB（チームラボ）に行ってきました。海外の観光客で

いっぱいで特に台湾、香港の方が多かったように思い

ます。福井と違い東京は快晴でやはり太平洋側はいい

ですね。 

今日は、パスト会長 3 人に卓話お願いしています。

何をお話ししていただけるか楽しみです。 

 

プログラム                           

会員卓話   内藤義介会員 

私は 15 年前、 2007-

2008 年度 54 代目会長で

した。私の年度の行事だけ

ですが、皆さまこれからの

ロータリー活動に少しで

も役に立てば幸いです。例

年行事に加えて、二つほど

余分に、例年にはない行事をしました。    

継体天皇即位を記念して行われた「ものづくりシン

ポジウム」は、越前市文化センターにおいて、地元越前

市出身で世界的に活躍をされておられる片々に‟もの

づくり”について語って頂き、約７００人の聴衆を得て、

大変な成功裏に終了することが出来ました。また、そ

の記録を将来に留めようと「ものづくりの遺伝子脈脈

と」と題した小冊子にまとめ、各中学校、高校、図書館

などに配布いたしました。 

例年行っている課外授業には、前日本ロボット工業

会々長の江尻正員先生や、武生ロータリーメンバーと

外部講師により武生高校、武生東高校、武生商業高校

などで開催され各校より感謝されました。 

昨年よりの継続事業として安養寺の郷の森事業、キ

ャンプ村奉仕作業には、JC メンバー、ボーイスカウト

の協力を得て行われ、自然環境の重要性について認識

を新たにし、終了後、野外バーべキューを全員で楽し

みました。 

国際奉仕委員会には、年当初予定していなかった台

湾中壢ロータリークラブの創立 40 周年記念式典の招

待状が届き、急きょ 13 人のメンバーで参加して面目を

はたす事が出来ました。 

 親睦活動委員会の皆さんには「ロータリーに楽しさ

を」のもと例年より多い事業をして頂きました。敦賀

での地引網やクリスマス家族会など、親睦委員会の皆

さんによる手作りで、家族本位の行事など色々工夫を

して頂き、京都の地区大会に家族の方々が多数参加さ

れました。当時は有難うございました。 

河合敏一会員 

皆さん、こんにちは。

会社の話を少しさせて

頂きたいと思います。 

創業は大正元年〈1912

年〉です。石炭、木炭、 

セメントで始め、途中か

らガス事業を始めまし

た。昭和 25 年（1950 年）には資本金 100 万円で株式

会社になりました。昭和 49 年（1959 年）にはシェル

石油特約店に、昭和 58 年（1983 年）には私は専務だ
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ったと思いますが、スイミングスクールに進出し、昭

和 60 年（1985 年）には敦賀スイミングスクールを始

めました。 

平成 24 年（2012 年）には、創業 100 周年を迎え、

女性のフィットネスカーブスに進出しました。昨年は

110 年周記念でした。 

当時は、安価な石油で原油は 1 リットル当たり 3.62

円、現在は 1 リットル当たり 63.8 円でそれに税金等で

す。 

祖父か父が資産の 3 分割、現金、証券、不動産に分

けて管理しろと話していた。 

企業は生き物であり、病気もする。自分の力で治す

より方法はありません。病気に対する抵抗力、予防策

を講ずることが大切だ。人間の一生は幼年期、青年期、

壮年期、老年期を迎えてやがて死んでいきます。 

しかし、企業は繋いでいくことが大切で、企業は常

に青年期、壮年期でなければなりません。 

だから、自分で勉強して、免疫力をつけ、企業は「本

日開店」で、緊張の中に工夫と努力をしなければ、企業

は一世紀、二世紀と続かないと思われます。 

「ロータリー35 年」   竹内紀昭会員 

あまり良い話はできま

せんが、若い人たちにバー

ジョンアップしていただ

ければと思います。 

紀元節が昭和 15 年

（1940 年）で、次の年に

生まれたので、父に聞いた

ことはないのですが、紀昭（としあき）とつけたと思っ

ています。 

私はクラブに昭和６２年に佐々木さんと同時に入会

し、３５年になりました。 

例会場は旧商工会議所にあり、入会時は武生の名士

が揃っておられ、例会出席は緊張の連続でした。 

入会４年目に会報担当となりました。会長挨拶等は

録音したのですが、２例会ぐらいに録音を失敗して、

その後はメモするようにしました。 

 会報を担当した縁で、平成４年の林ガバナー年度の

月信担当の副幹事をすることになり、約２年間近く勉

強させてもらいました。 

 ガバナー事務所は武生にあり、事務局の吉田さん、

前田さん(府中クラブに移る)、林病院から斎藤さんの３

名の事務陣容でした。 

 

当時は殆ど武生の事務局で行い、小さい連絡事務所

が京都にありました。 

 私は月信を預かることで、側面からガバナー事務所

を見ることが出来たのは良かった。月信の最初の仕事 

として、会長エレクトセミナー、地区協議会の取りま

とめでした。会長エレクトセミナーでの林ガバナーの

挨拶が素晴らしかったので、一部を皆様のお手元に配

布しました。 

公式訪問の登竜門であります京都クラブでの挨拶、

ガバナーアドレスは京都クラブのメンバーから、絶賛

されたとお聞きしました。スタートから林ガバナーが

地区内で一目置かれたことは、武生クラブにとって、

幸先良い滑り出しになりました。 

 武生へはパストガバナー、地区各委員長の方々が打

合で度々来られ、よく林農園で懇親会が開かれました。

私も呼ばれて何度かそば打ちを致しました。武生の芸

子さんと一緒に手打ちそばで、パストガバナーをおも

てなしさせて頂きました。 

林ガバナーのハイライトは三国で開催された地区大

会でした。三国・丸岡クラブがホストで、武生クラブ全

員が手伝いました。二日目の大会が野外の海浜公園で

開かれ、晴天に恵まれ素晴らしい大会となりました。 

二日目は多くのクラブが会場に戻ってきて、用意した

弁当が足らなくなるのではないかと心配し、武生クラ

ブメンバーは食べずに待ちました。高橋大会幹事の読

みが的中し、弁当はピッタリ足りました。今も記憶に

残っています。 

大会終了後の炉辺会合では、千宗室 RI 会長代理、堀

場パストガバナーは手を握り感謝の言葉一杯であった

ことなどがよせられた。 

 ３５年間武生ロータリーに居させてもらえるのも、

素晴らしい皆さんのお陰と感謝しています。 

ニコニコ箱・・・22,000 円 累計 748,500 円           

・パスト会長卓話お願いいたします。    【河嶋 一】 

・卓話させていただきます。  【内藤義介】【竹内紀昭】 

・変な卓話よろしく。                 【河合敏一】 

・卓話よろしくお願いいたします。 

【三村昌之】【柿谷好彦】【谷尾準一】【有定静子】 

・大先輩方卓話よろしくお願いいたします。【宮本 俊】 

・またラッパを吹く機会をいただきました。【宇野晃成】 

・卓話楽しみにしています。       【井上常宏】 

・早退させていただきます。       【西野昌美】 

・ちょっと             【桶谷三枝子】 

 

本日(2 月 7 日)の例会    2 月 14日 

新入会員卓話 

 谷尾準一会員 

2 月 21日 

 

     休 会 

2 月 28日 

炉辺会合発表 

テーマ：社会奉仕とは？ 

第一例会行事 

「地区報告」 

山形晃ガバナー補佐 


