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前回の例会報告

皆様こんにちは、
　予期できないことが続き、2週続いての休会となってしまいました。
久しぶりの例会ですが、よろしくお願いします。
雪の話を聞くのも嫌だとは思いますが、先週で何とか収まり、この 2
週間は一体何だったのかなと思ってしまいます。後始末は、まだある
かもしれませんが、皆さん除雪で筋肉痛や腰痛でボロボロになってい
るでしょうし、無理を重ねると取り返しのない事になるかもしれませ
ん。

十分に体と相談して作業をして下さい。
　例会のご挨拶としては違うかもしれませんが、先ほど黙とうして頂いた、12代　石橋
パスト会長が、2月 3日永眠されました。
まだ、60歳の早すぎる突然の訃報に呆然となってしまいました。
彼との出会いは、約 18年前に福井あじさいクラブが設立される準備期間でした。
私より 7歳年上でありましたが、何かと飲むことが多くなり、片町をよく一緒に飲みまわっ
て、仕事の情報交換やプライベートな事、いろいろくだらない話を夜遅くまでしておりま
した。
（最近は麻雀がメインでしたが）
彼は、寂しがり屋で、男気があり（飲み屋のチップはいつも一万）
酒を愛し、何より女性が大好きな男でした。
面倒見がよく、各種業界の役員を歴任し又石橋建材ソフトボールチーム・菊の会など、彼
がいなくては成り立たない団体も数多くありました。

　福井あじさい RC会長の時には、500 回記念例会にて 100％出席例会をやり遂げました。
（私の知る限り 100％例会は、この時だけだと思います）
又あじさいの植樹事業、福島の被災者支援活動、フィリッピンへ本の贈呈、独居老人宅へ
の防災グッズ配布、幼稚園の絵本贈呈・読み聞かせなどなど、活発な事業を行いました。
約 2年前に私に会長を伝えに来た時には、（半分騙し討ちみたいでしたが）ここにいるメン
バーは、なんでも協力すると、確約して会長を受けてさせてもらったのに、私の会長の時
に逝ってしまったらあかんでしよう。病院が嫌いで最後まで酒を、飲みながら逝ってしま
いました。
新年例会の、まつや千千での麻雀が最後になりましたが、今頃は天国で酒を帯ながら天女
を口説いていることでしょう。
あまりにも、早い生涯だったかもしれませんが、彼にとっては、幸せな人生であったと信
じて心より、ご冥福をお祈りさせて頂きご挨拶とさせて頂きます。

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　

本日の例会　第 744 回

創立:平成13年12月14日（2001年）　承認:平成14年2月27日 E-mail:info@fukuiajisai-rc.com
HP http://www.fukuiajisai-rc.com

RI会長　イアン H.S. ライズリー

2017-18 Presidential Theme

○現在会員　63名　　○出席者　 30名
○届欠席者    33名　     ○出席率　48%

写真の広場

2月23日㈮

メイクアップ

同好会

○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
○中間決算報告
○ゲスト卓話

○閉会点鐘

3月2日㈮

3月9日㈮

3月誕生日、結婚記念日の祝い

福井労働局長　早木 武夫  様

○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
○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
○卓　話　　平野嘉男 会員　　　
○閉会点鐘

本日の卓話　日本銀行福井事務所長 　福井RC会員　河合 真児 氏

松本喜市（福井西 RC）
堀川和子（社会奉仕委員長会議）
大島友治、森陰輝夫（第 2回合同地区委員会）
森陰輝夫（第 2回ガバナー補佐研修セミナー）

近藤実、山本英樹、末永雄樹、辻川貴宏、藤井誠也
竹内義隆（2/10麻雀同好会）
近藤実、横山剛史、稲津敬史、野原哲也、尾川輝幸
太田宏史、山本英樹、末永雄樹、辻川貴宏、藤井誠也
太田貴司、田中隆藤、福澤幹也、水口正行、藤岡茂樹
堀川和子、竹内義隆（石橋聖博）（2/24麻雀同好会）



ロータリー財団　寄付者

米山記念奨学会　寄付者

22 名 　　32,000 円　　今年度累計　845,400 円

ニコニコ箱報告 （順不同/敬称略）

15 名　24,000 円

8名　10,000 円

12:00～12:30

18:00～18:30
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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）

鯖江北RC
（鯖江神明苑 2F 日野）

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

前年度累計　882,738 円

ゲスト卓話

横山剛史　　石橋パスト会長を偲んで。
廣瀬充　　　石橋会員のご冥福をお祈りします。河合所長様、卓話
　　　　　　よろしくお願いします。
長井眞見　　石橋パスト会長のご冥福をお祈り致します。37年ぶりの
　　　　　　豪雪に毎日の除雪とその後の風邪で2週間以上、世間と
　　　　　　隔離された生活でした。
　　　　　　仏教訓より「人の世は無情なり、故今を大事に生くべし」
武田幸夫　　河合さん、卓話よろしくお願いします！
齊藤稔　　　2月は逃げると言いますが、何をしていたのか！　3月に
　　　　　　はきっと良いことがあると祈ってます。
堀川和子　　昨夜は石橋会員のために賑やかな宴をしていただき
　　　　　　本人も天国かどこかで喜んでいるでしょう。ありがとうご
　　　　　　ざいました。
近藤実　　　石橋さん、また会いましょう！！　明日は出席ですか？
末永雄樹　　日本銀行河合様、本日は卓話よろしくお願いします。
朝田健一　　地元の小学校ＰＴＡ総会があるため早退します。
藤岡茂樹　　豪雪と石橋会員のお導きにより、念願の「エースイン」に
　　　　　　宿泊することが出来ました。思った以上に（失礼！）素晴
　　　　　　らしく快適でした！
森陰輝夫　　今日は中間決算報告です。よろしくお願いします。
細川直人　　1か月ぶりの例会参加です。3月16日の異業種交流会の
　　　　　　夜間例会が開催されます。ぜひ、メンバーの参加はもち
　　　　　　ろんゲストのお声掛け・お誘いよろしくお願いします。
小寺邦夫　　3月3日はひな祭り。1日～3日までひな祭りフェアー
　　　　　　開催中。
太田宏史　　今週は3日間東京に居ました。時間があると石橋パスト
　　　　　　会長の事を考えています。正直寂しいです。
山下徳太郎　やっと雪もおさまり良い天気の中、久しぶりの例会。
　　　　　　楽しみましょう。日銀の河合所長の卓話、しっかり聞かせ
　　　　　　てもらいます。
松原淑裕　　石橋さん、ありがとうございました。
水口正行　　石橋さん、色 と々ありがとうございました。
前田和寛　　今年の雪の多さには心身ともに参りました。
河合真児、竹内義隆、高嶋隆博、野原哲也

「最近の金融経済情勢について」

日本銀行福井事務所長　河合 真児 氏

　１．日銀の機能と役割
　日本銀行は、日本銀行法に基づいて設立された中央銀行です。その機能は、「発
券銀行」「銀行の銀行」「政府の銀行」の３つの機能に分けられます。福井事
務所は、戦後間もない 1946 年に設立され、福井県で、日本銀行券の流通に関
する業務、経済調査や情報発信、金融教育を促進するための活動などを行って
います。
　２．日本と福井県の経済情勢
日本の景気は、緩やかに拡大しています。今年 7-9月期の実質 GDPの成長率
は年率 +2.5％となり、2006 年以来の 7四半期連続でプラス成長となりました。
今回の景気拡大局面の特徴の一つは、外需と内需、内需の中でも民需と公需が
バランスよく改善していることです。景気を支える柱が複数あることで、息の長い
景気拡大が期待されます。もう一つの特徴は、景気拡大のすそ野が拡大してい
ることです。大都市圏と地方、大企業と中堅・中小企業の間で改善度合いに、
以前の景気拡大局面でみられたような大きなばらつきがありません。福井県の景
気も緩やかに拡大しています。県内企業の景況感をみると、「良い」と思う企業
の割合は、製造業でバブル崩壊後のピークまで増加しています。全国と同様に、
中堅・中小企業にも景況感の改善が広がりつつあります。
大雪による経済のマイナスの影響も出ていますが、景気の基調が腰折れするこ
とはないとみています。
　３．福井県の有効求人倍率がなぜ高いのか
こうした中で、人手不足は企業の大きな懸念材料になっています。
求人（企業）側の特徴として、製造業の比率が高いことが挙げられます。製造業は、
企業が所在している地域だけでなく、日本全体、世界に製品を供給するため、
世界や日本の景気が良くなると、地域の景気と関係なく、仕事が増え求人が増
えます。求職（雇用者）側では、生産年齢人口が減少していること、女性と高
齢者の労働参加率がすでに高く供給余力が小さくなっています。
今後、女性や高齢者のさらなる活用が課題ですが、働く人のライフスタイルにあっ
た職場とインセンティブを提供していく必要があります。また、テクノロジーの導
入による、さらなる生産性の向上も大事です。
福井県は、「幸福度」が全国１位に象徴されるように、他の地方が羨むような働
きやすく、住みやすい環境があります。ぜひ、そのアドバンテージを活かして課
題を克服してほしいと思っています。

3月8日（木）福井RC　3月9日（金）福井西RC　3月12日（月） 福井東RC　
3月13日（火） 福井南RC　3月27日（火） 福井南RC　4月6日（金）福井西RC
4月12日（木） 福井RC　4月13日（金） 福井西RC

5月15日（火）福井フェニックスRC

横山剛史、廣瀬充、長井眞見、森陰輝夫、小寺邦夫、藤井誠也
山下徳太郎、藤岡茂樹、齊藤稔、中村栄子、太田宏史、竹内義隆
高嶋隆博、末永雄樹、田中隆藤　各君

横山剛史、廣瀬充、森陰輝夫、小寺邦夫、前田和寛、藤岡茂樹
齊藤稔、高嶋隆博　各君　

訃 報 平成30年2月3日永眠 享年60才石橋聖博パスト会長
石橋会員心よりご冥福をお祈りします

偲ぶ会
   会場にて ...


