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RI第2650地区のスローガン

会　長　田村　康夫

鯖江ロータリークラブ会長方針 

「感謝で繋ぐ」
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鯖江商工会議所３階中ホール　　

夢を語り、現在を刷新
Review From the future and Renew

人類に奉仕する
ロータリー

老壮青　今、日々を大切に
その為に・・・

卓話

テーマ

出席率75.8％

「越前和紙について」
福井県和紙工業協同組合　理事長

石　川　 浩      様

「理学療法士を取り巻く現状について」
福井県理学療法士会　会長

四  谷   昌  嗣    様

「日本遺産、日本六古窯、越前焼」
越前焼工業協同組合　事務局長

橋  本    直  視     様
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「我等の生業」

点鐘：12:30

桑原　重之
 副ソングリーダー

卓話

テーマ

点鐘：12:30

神戸西RC
　飯田　美奈子　様
　飯田様は、武庫川
女子大学音楽部声楽
科ご卒業。同研究科

をご修了。ソプラノのオペラ歌手としてご
活躍で、「魔笛」、「ドン・ジョヴァンニ」、「こ
うもり」など多数のオペラに出演され、また
海外での招待公演も多く、その歌と音楽性
が高く評価されている。武生国際音楽祭や
勝山城オペラコンサート、福井県文化振興
事業団主催のオペ
ラ「森は生きている」
「親子で楽しむコン
サート」などに取組
まれ、オペラの普及
と音楽文化の振興
に努められている。そして、手話を取り入
れた学校公演や病院でのふれあいコンサ
ート、特に近年は東北や熊本の被災地に
てのコンサートなど、ボランティア・社会活
動も積極的に行っており、今後の益々の活
躍が期待されている。それでは、飯田様、
改めて本日はご厚意熱く感謝申し上げる。
どうか宜しくお願いする。

ビ ジ タ ー 紹 介

卓話

テーマ

点鐘：12:30

  田村　康夫　会長
　本日の卓話者は、
公益社団法人福井県
理学療法士会会長 
四谷 昌嗣 様。テーマ

は「理学療法士を取り巻く現状について」。
　先般は、姉妹クラブ 村上 RC（2560 地
区）が来られた際には、懇談会等 お世話
になりありがとう。
　本日も ビジターで 帰山幹事の お母さ
ん（元 メンバー 帰山美智栄さん）の御縁
で、2680 地区 神戸西 RCから 声楽家・
オペラ歌手の 飯田 美奈子 様をお迎えし
ている。本日は飯田様のご厚意で、この
後、アカペラで歌を2～3曲 披露頂けると
の事、大変感謝申し上げる。
　会長として、この例会場での例会も後 3
回となった。あとし
ばらくだが、どうぞ
宜しくお願いする。

好意と友情の握手タイム

福井県内ＲＣ例会日 無印：１２：３０－開始 Ｋ　：１８：３０－開始 Ｌ　：１９：００－開始

勝山ＲＣ(勝山市民活動センタ－) 大野ＲＣ(大野商工会議所会館) 武生府中ＲＣ(越前たけふ農協会館)
武生ＲＣ(武生商工会館) 鯖江北ＲＣ(神明苑) Ｌ 敦賀西ＲＣ(ニュ－サンピア敦賀)

月曜日 福井東ＲＣ(ＡＯＳＳＡ) 若狭ＲＣ(ｻﾝﾎﾃﾙやまね･7-12月ﾎﾃﾙせくみ屋) 敦賀ＲＣ(福井銀行敦賀支店) 金曜日 福井あじさいＲＣ(ﾎﾃﾙﾘﾊﾞ-ｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ)
火曜日 福井南ＲＣ(福井繊協ビル) 水曜日 福井北ＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ) 木曜日 福井ＲＣ(ユア－ズホテル福井) 福井西ＲＣ(ﾊﾞ-ﾄﾞｸﾞﾘ-ﾝﾎﾃﾙ･ﾚｼﾞ-ﾅ)

Ｋ 福井ﾌｪﾆｯｸｽＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ) Ｋ 丸岡ＲＣ(丸岡城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀ-) Ｌ 福井水仙ＲＣ(福井パレスホテル) 三国ＲＣ(三国観光ホテル)

ゲスト＆ビジターの紹介と会長の時間　
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卓話 テーマ「 理学療法士を取り巻く現状について」
(公社)福井県理学療法士会　会長

四  谷　昌  嗣     様

卓話者紹介
孝久　治宏　プログラム委員長
　本日の卓話者は、公益社団法人福井県理
学療法士会会長 四谷 昌嗣 様。テーマは
「理学療法士を取り巻く現状について」。

木村・佐野両会員の紹介。H27年11月13日開催例会卓話「ノル
ディックウォークでまちづくり」の卓話者 四谷憲夫さんのご子息
で、公立丹南病院リハビリテーション室室長としてご活躍。51歳
で勝山市在住。

  (公社)福井県理学療法士会会長　
　四谷　昌嗣　様
 「理学療法士を取り巻く現状について」
　福井県理学療法士会は、昭和50年3月
17日（1975年）に9名の会員の尽力により

発足した。その後の医療情勢の変化により理学療法士の需要が
急速に高まり、10周年（1985年）に28名、20周年（1995年）には
121名、30周年（2005年）には323名、平成27年40周年（2015
年）には会員数は814名となった。福井県理学療法士会は、平成
21年3月22日に一般社団法人の認可をうけ、平成27年４月１日
に公益社団法人の認可を受けた。本会の大きな活動の柱である
社会貢献において特に力をいれ、県民に愛される理学療法士、
県民に顔の見える活動をモットーに活動を進めてきた。まず例

年実施されている理学療法展の開催、県民の健康をテーマに開
催されており、テーマとしては、「姿勢と健康」、県内屈指のショッ
ピングモール等で開催している。参加人数の増加が、福井県理
学療法士会への期待の現れと感じている。また新規事業で、ロ
コモティブシンドロームの講演会を県内市町村で実施しており、
福井放送テレビで、日曜日朝の時間帯の、県民の健康を考える
番組への出演も積極的に実施している。県民への健康情報の提
供として、福井県理学療法士タイムズを作成し，福井県庁、各市
役所、福井県内の公民館、社会福祉協議会、福井新聞社、県内
の高校、県士会員が所属する施設等に郵送してきた。平成26年
度発刊の第8号より、タイトルを「はじける笑顔、輝く未来へ」とし、
親しみやすさを強調した広報誌としました。競技スポーツや障
害者スポーツの分野では、全国高等学校野球選手権福井大会
メディカルサポート、福井県障害者スポー
ツ大会　コンディショニングルーム協力や
障害者スポーツ指導員初級講習会講師に
も協力している。また、福井国体が平成30
年に開催されるため、国体準備委員会を
立ち上げ、医療班の編成に協力し、またチ
ーム福井の競技力アップにも貢献している。最後に、福井県理
学療法士会では、今後も全ての県民の「はじける笑顔 輝く未来
へ」、福井県民の医療、保健、福祉に寄与することを目的として
会員一同で活動を行っている。

幹　事　 報　 告
帰山　明朗　幹事
　先日理事会での決議事項等お知らせす
る。2名の会員からの今年度末での退会届
が提出され、理事会において受理された。
退会されるのは、田村光雄会員、下村義孝

会員。お二人とも長年にわたりご在籍いただき、会長もお勤め
いただくなど、クラブに大きなご功績をお持ちのお二人。改めて
田村様、下村様、お二人の多大なるご功績に敬意を表し、深甚
なる感謝を申し上げる。
　次に「クラブ定款・細則・内規の修正について」。前回例会に
て「修正案」を会員の皆様に書面で通知・お渡しした。また当日
ご欠席の方には郵送させていただいた。この案は、規定審議会
の変更に沿い必要な修正は加えながらも、クラブの裁量で決め
られる例会の頻度などは変更をせず、おおむね、これまでのク
ラブの活動に沿った内容となっている。次回6月16日の例会に
て皆さまに諮るので、会員各位にはご理解のほど宜しくお願い
する。
　30日の最終夜間例会出欠確認をさせていただいている。締
め切りは来週16日だが、どうか、多くのご参加を何卒よろしくお
願いする。また、ご参加の方で、都合で宿泊されない方は、宿へ
の手配等準備もあるので、早めに幹事または事務局までお知ら
せ頂くようお願いする。

委　員　会　 報　 告
川手　博明　次年度幹事
　昨日、ガバナー公式訪問の事前研修を
受けた。提出資料が結構あって、鯖江の現
状（良い所、悪い所、今後の検討、会長の目
指す所、会運営の実体化等）を自覚して欲

しいとのガバナーの想いと思われる。次年度に向けて、23日に
ラポーゼかわだにて、18：30より、拡大の懇談会を開催する。部
門管理委員長の方は、特に出席お願いする。

酒井　芳則　次々年度会長
　毎年子どもおどりコンテストで参画して
いる「やんしきまつり」は、7月29日(土)に行
われる。今年度のポスターのど真ん中に我
がクラブの佐野会員が掲載されている。ど

うかお持ち帰りいただき、掲示をお願いしたい。そして、皆で祭り
を盛り上げて頂きたい。

小計 ￥     19,000　
累計 ￥1,113,000

にこにこＢＯＸ報告

田村　康夫　会員
帰山　明朗　会員
窪田　健一　会員
木村　　明　会員
佐野　直美　会員
岡本　圭子　会員
大橋　良史　会員
牧野　友美　会員

 四谷さんの卓話を楽しみに 飯田さんようこそ　
    〃
    〃
    〃
    〃
    〃　よいことがありました
 誕生祝いをいただいて
 早退します

神戸西RC 飯田 美奈子　様　田村会長・帰山幹事・鯖江RCの皆様温かくお迎えいただきありがとうございます。


