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『集いて学び   集いて奉仕   ロータリーを楽しもう』

こんにちは
　皆様のお陰で、今年度もあと一ヶ月となりました。この一ヶ月が締めくくり
の時期となりますが、いい年で納めていきたいと思っております。ご協力のほ
ど、よろしくお願いいたします。
　さて、またも悲しい事件が起こってしまいました。
　登戸殺傷事件です。ついこの間まで年長児さんだった一年生を含む、１９名

が刺身包丁を両手に持つ犯人が無言で近付き、首付近を狙って切りつけるという何とも痛ましい
事件です。皆さんも、記憶に新しい事と思います。現場に居て抵抗されるであろう保護者の男性を
先に切り付け、子ども達に次々と襲いかかり２名が亡くなりました。今も数名の生徒さんがICUに
入院中だと報道されていました。他人に迷惑を掛けない様歩道の端に待機しバスを待つ子ども達、
そんな中で起こった事件です。首付近ですから頸動脈を狙ったとするなら、血しぶきがものすごく
そばに居る子ども達は、怪我をしていなくても心的ストレスは大変なものだったでしょう。地獄絵
図です。全ての子ども達が、かわいそう過ぎて言葉も出ません。
　我々教育現場にいる人間は、そんな子ども達を全て守らなければなりません。
　11月に皆さんと青少年プログラムの一環で開催した『安心安全の会』、子ども達には、何時危険に
さらされるか分からないから、困ったり怖いと感じたら保護者や先生、近くのおじさんおばちゃん
に助けを求めようね！と話してきました。しかし、今回の事件では助けられたのかと私自身も自問
自答しています。
　変な輩が多すぎる今の時代。今を楽しんでいる　未来に夢を持つ子ども達を、しっかり支えてい
ける大人になりたいとつくづく思う次第です。

  

前回の例会報告

会長挨拶

次回の例会案内

四つのテスト　言行はこれに照らしてから     1. 真実か　どうか   2. みんなに公平か   3. 好意と友情を深めるか    4. みんなのためになるかどうか　
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2018-19 Presidential Theme

メイクアップ

同好会

6月7日（金）

5月31日（金）

6月14日㈮

○現在会員　60名　　○出席者　 33名
○届欠席者     27名　    ○出席率　 55%

○開会点鐘　１2 時３０分
○ロータリーソング斉唱　「我らの生業」
○会長挨拶
○幹事報告・委員会報告・同好会報告
○ニコニコ箱報告
○ロータリー財団寄付者発表
○米山記念奨学会寄付者発表
○クラブ協議会
○閉会点鐘

写真の広場

情報集会報告

○開会点鐘　１2 時３０分
○国家斉唱
○ロータリーソング斉唱　「奉仕の理想」
○会長挨拶
○入会セレモニー
○栄誉行事

○幹事報告・委員会報告・同好会報告
○ニコニコ箱報告
○ロータリー財団寄付者発表
○米山記念奨学会寄付者発表
○クラブ協議会
○閉会点鐘

6月誕生日、結婚記念日の祝い

情報集会第1班
■ 職種の違う人たちと交流することで協調性と奉仕の心を学び、患者さんと接することに活かせた。
■ ロータリーに入ったこと自体が素晴らしいことであるが、発信まではできていない。
■ 人のために何かをしてあげられたことがなかった。国際奉仕などを通して奉仕活動を実践し、奉仕の素晴らしさを学んだ。
■ 奉仕の心を学び、卓球バレーを通して実践し、子供食堂を発信した。 
■ 若い人の入会が増えて、ロータリーを通して奉仕の心を学んでくれている事が嬉しい。
■ 職業奉仕を通して、自分の仕事を一生懸命することがお客様の喜びとなり、そのお客様がまた福井へ足を運んでくださる
　ことが、貢献に繋がっていると思う。
■ 東北支援やライラなどを通していろんな所へ行かせていただくことで、見聞が深まった。

田中義乃、松原淑裕、福澤幹也、橿尾輝之
古市恭也、太田貴司、末永雄樹、近藤実、
細川直人、竹内義隆、藤岡茂樹、南伊津美
山下徳太郎、野原哲也、廣瀬充、小寺邦夫、
藤井誠也、今野義隆、中村栄子
（新理事役員・委員長顔合わせ）

下家茂、堀川和子（あじさい旅倶楽部）

祝 !!  ポールハリスフェロー授与
            田中会長エレクト

祝 !!　米山功労者授与
    森陰ガバナー補佐



ロータリー財団　寄付者

米山記念奨学会　寄付者

27 名 　　31,000 円　　今年度累計　1,433,542 円

ニコニコ箱報告 （順不同/敬称略）

14 名　16,000 円

11 名　14,000 円

12:00～12:30

18:00～18:30

　2019.5/31

事務所/〒910-0006 福井市中央1丁目3番1号　加藤ビル4F　　TEL.0776-28-7200  　FAX.0776-28-7255
例会場/ホテルリバージュアケボノ　　TEL.0776-22-1000  　 E-mail:mac7428@yahoo.co.jp

クラブ会報委員長/ 稲津敬史　　副委員長/ 増田浩三　　高嶋隆博

県内クラブ
例会日

ビジター受付

火曜日

月曜日

水曜日 木曜日 金曜日

福井南RC

福井東RC

（ザ・グランユアーズフクイ）

（福井繊協ビル 8F）

勝山RC
（勝山市民活動センター）

（AOSSA 3F）
武生RC

（武生商工会館）

若狭RC
（ホテルせくみ屋）

福井フェニックスRC

丸岡RC
（ザ・グランユアーズフクイ）

（丸岡城のまちコミュニティセンター）

敦賀RC
（福井銀行敦賀支店 2F）

大野RC
（大野商工会館）

福井北RC

福井水仙RC
（ユアーズホテルフクイ）

（福井パレスホテル）

武生府中RC
（越前たけふ農協会館 3F）

敦賀西RC
（敦賀プラザ萬象）

福井RC

三国RC
（バードグリーンホテル レジーナ）

（三国観光ホテル）

鯖江RC
（鯖江商工会館 4F）

福井西RC

（ホテル リバージュアケボノ）
福井あじさいRC

献金人率    　                82%

卓　　話

前年度累計　1,160,330 円

佐々木一会員

福澤幹也　　本日0.1.2歳児の遠足のため、迎えのバスでエンゼルランドに
　　　　　　行きます。すみません早退します。
朝田健一　　佐々木さんの卓話を5月7日の情報集会の時と本日と聞けて
　　　　　　ありがたいです。よろしくお願いします。
長井眞見　　明日から水無月六月。いよいよ梅雨の時期です。仏教訓「生き
　　　　　　ているつもりでいたら生かされていた私」
田中義乃　　あと1か月となりまして、プレッシャーがかかります。
橿尾輝之　　すみません、早退させて頂きます。
武田幸夫　　「良い事」なんかないですか？ネ
末永雄樹　　6月28日最終例会、皆様どうぞよろしくお願い致します。
藤岡茂樹　　堀川議長就任おめでとうございます。議長権限で薬剤師を連
　　　　　　れて来て下さい。お願いします。
田中隆藤　　無事に田植え終わりました。一服したいところですが、来週か
　　　　　　ら麦刈りが始まるので頑張ります。
小寺邦夫　　福澤年度もあと1か月ですね！ラストスパート宜しくです！
野原哲也　　午後から山歩きしてきます。
松本喜市　　毎日健康で暮らせると有難いです。
森陰輝夫　　会長・幹事残りわずかとなりました。気を引き締めてこの1か
　　　　　　月を乗り越えて下さい。堀川さん！ご主人様おめでとうござ
　　　　　　います。
山下徳太郎　いよいよ後1か月。福澤会長、朝田幹事ラストスパートです！
　　　　　　佐々木一会員の卓話楽しみです。
古市恭也　　堀川さん、全国市町村議長の代表、おめでとうございます。
中澤秀徳　　今日は保育参観がありました。末永さんありがとうございま
　　　　　　した。
松原淑裕　　本日は長男の誕生日
南伊津美　　先日オープンしたワンコ服のお店「ジョリジョリ」にＦＢＣ
　　　　　　テレビの取材が入りました～！放送は6月10日月曜日のおじ
　　　　　　ゃまっテレ～の5時30分くらいからです。皆さん見てネ！
近藤実　　　佐々木さん、卓話宜しくお願いします。
佐々木一　　今日卓話頑張ります。
藤井誠也　　今日は情報集会発表です。
堀川和子　　今回、夫が福井市議会議長に選任させていただき皆様からお
　　　　　　祝いのお言葉を承り誠にありがとうございます。それと全国
　　　　　　約980市町村議長会の代表役員6名にも選ばれました。福井市
　　　　　　議長が代表に選ばれるのは163年に一度です。
今野義隆、中村栄子、太田貴司、常山由起子、尾川輝幸

6月 17 日（月）　福井東 RC　　6月 25 日（火）　福井南 RC
6 月 27 日（木）　     福井 RC　　6月 28 日（金）　福井西 RC

小寺邦夫、福澤幹也、朝田健一、長井眞見、森陰輝夫、松本喜市
南伊津美、太田貴司、橿尾輝之、中村栄子、田中隆藤、末永雄樹
田中義乃、野原哲也　各君

福澤幹也、朝田健一、森陰輝夫、朝田健一、田中義乃、光山晃
田中隆藤、佐々木一、太田貴司、南伊津美、中村栄子　各君

令和１年５月３１日。あじさいロータリー
クラブに（２００７年）平成１８年７月入
会して早１２年目になりました。入会して
卓話を２回行いました。１回目は先進国G
７( アメリカ、日本、ドイツ、イギリス、フ
ランス、イタリア、カナダ )、新興国ブルッ
クス（ブラジル、ロシア､インド、中国）新
興国のこれからの工業発展、鉱産物の卓話
いたしました。２回目は鉄の生産方法及鉄
と書いてお金の失う企業の卓話をいたしま
した。今回は今年から１２年前の国内の出

来事を思い出して卓話としたいと思います。2005 年 ( 平成１6年）は名古屋万博が終わ
り液晶テレビが好調で電気産業が国内景気を押し上げていました、名古屋バブルでした。
（２００７年）平成１８年頃は２００８年平成２０年の北京オリンピック開催で中国の
鉄鋼製品が足らなくて、日本国内鉄くずが高騰して鉄、銅の盗難が国内中に広がった。
その頃も好景気が続いていました　（２００８年）平成２０年８月北京オリンピック開
催が有りました。オリンピック後９月～リーマンショックが始まりました、その頃は１
ドル８０円になり福田首相が突然退陣後任に麻生首相になりましたが１年後 (2009 年 )
９月民主党政権で鳩山首相指名されました。公約で子ども手当、コンリートから人へ、
シルバー民主主義で民主党政権が始まりました。（２０１０年）６月鳩山内閣退陣、７
月菅内閣発足 (２０１１年 )、3月東日本大震災東京電力福島原発が災害に合い廃炉作業
が始まった８月菅内閣総辞職、９月野田内閣発足（２０１１年）野田内閣担っても民主
党に対する不信が増した。（２０１２年）１１月参議員解散３年余りの政権運営は迷走
連続でした。２００８年リーマンショックの影響も３年間の間で回復できなかった。参
議員解散後、自民、公明圧勝し政権奪回後９６代安部総裁が選出された。その後 IPS 細
胞で京都大学中山教授がノーベル賞を受賞。(２０１３年 ) 平成２５年アベノミクス始動
で円安、株高をめざし４月に日銀総裁に黒田氏迎え｢異次元の金融緩和」発表。
９月に夏期五輪、パラリンピック東京開催が決定。（２０１４年）平成 26年この年頃か
ら平成のバブルが始まった。7月広島で土砂災害、住宅が流され 74人が死亡。9月に御
嶽山が噴火死者 57名不明者６人を上回り戦後最悪火山災害となった。12月 7年ぶりの
円安 1ドル 121 円、株高日経平均 18,000 円まで上昇した。（2015 年）平成２７安全保
障関連法が成立。この決が集団的自衛権の行使を可能にした。米軍の後方支援を拡大す
ることなど柱とする事が成立した。TTP が大筋合意。辺野古移設本体工事に着手（2016
年）平成 28 年 4月熊本地震マグネチュード 6.5 で震度７を記録地震による死者 180 人
を超え住宅被害 17万 800 世帯約８,３００棟が全損熊本城の天守閣の屋根瓦がはがれ、
しゃちほこも落下し大きな被害になった。1月日銀がマイナス金利を初導入 8月オバマ
米大統領伊勢志摩サミツト後、被爆地広島平和公園を訪れた。8月阿部首相がハワイオ
ワフト真珠湾訪問。（2017 年）平成 29 年 4月天皇退位 2019 年 4月３０と決定した。4
月日産、神戸製鋼所の不正行為が発覚した。神戸製鋼所が社内告発でJIS認証の取り消し。
7月台風 3号梅雨前線の影響で九州北部豪雨が発生。福岡、大分両県で死者 38人不明
者 3人なった。その後台風 5号８／７～８／８近畿、北陸横断。台風１８号９月、２１
号１０月九州～関東縦断。９月福井運動公園陸上競技場で日本学生対抗選手権があり桐
生選手東洋大が９秒９８を記録した、その後競技場の愛称を９．９８スタジアムと変更
しました。（２０１８年）平成３０年２月福井豪雪で生活道路がまひし食料品、ガソリン、
生活用品が不足しました。７月西日本の各地を記録的な豪雨災害で死者２２０人超え住
宅被害は全国で５万棟超え、岡山、広島、愛媛、３県で計６０００棟超が全壊しました。
９月北海道胆振地方を震源とするマグネチュウド６．７地震が発生死者４１人、負債者
７５０人に上待った。（とまとう）厚真発電所道内発電所が一時全て停止国内初の（ブラッ
クアウト）が起きた。
同じく９月台風２１号が四国、近畿を縦断し近畿地方を中心に大きな被害もたらした。
関西空港は高波で浸水、強風でタンカー船が連絡橋に衝突し閉鎖した、閉鎖した影響で
旅行者８０００人が孤立事態になった。再開したのは被害から３日後で閉鎖による経済
損害額は５００億とも試算されました。（２０１９年）平成３１年は５月１日が新天皇
即位関し新元号が令和になりました。その日は新天皇即位の祝日になり４月３０日、５
月２日は国民の休日となったため１０連休になったと思います。ここ１２年の間にリー
マンショックで全国求人募集０．６%下がり、今までは１．６５%まで上がり就労者が
足らない状況になってます。日本政府は（日本にとって有用な高度人材積極的に受け入
れるがいわゆる単純労働者は受け入れない）基本方針と為ています。現状は単純労働者
が在留資格持つ外国人が８６％以上なっています。また定住者の外国人が全体の５６％
にのぼり、日本は（移民政策はとらない）と強調してもすでに日本は移民社会になりつ
つあります。まだまだ外国人の労働者が増えていくと思われます。その影響として治安
問題、金銭問題、安い労働で日本人の失業問題、定住者の子どもの学校問題が考えられ
ます。日本人の労働の問題は早急に考えなければならないと思います。

あじさいロータリークラブに入会から１２年目平成１８～令和元年５月の国内の動き思い出　　


