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 ローターアクト福井ゾーン
代表　池田　奨　様
　『アクトの日』とは、9月
10日に一番近い日曜日
に全国のアクターが一斉
に奉仕活動をする日とな

っております。(0910＝アクト）
日時；9月9日(日)8：30受付開始9：00開会点鐘
内容；朝倉遺跡清掃活動；福井県を代表する朝倉
遺跡を清掃し、奉仕活動を通じてアクター、ロータ
リアンの交流を深める
　清掃後、懇親会もかねてBBQを予定しておりま
す。どうぞ、ロータリアンの皆様には、ローターアク
トを見守っていただき、ローターアクト会員候補者
推薦を一人でも何卒お願いいただけますよう、どう
かよろしくお願いします。

『アクトの日』ご案内

「それでこそ
　　　ロータリー」
佐野　直美
　副ソングリーダー

点鐘：12:30

ロータリーソング

開 会 点 鐘
四 つ の テ ス ト
ロ - タ リ - ソ ン グ
会 長 の 時 間
幹 事 報 告 等
プ ロ グ ラ ム
閉 会 点 鐘

牧  野　百  男　様
鯖江市長

クラブフォーラム
福井新聞社編集局社会部主任

堀　英  彦　様

幹　事　報　告
牧野　友美　幹事
①8月17日の例会は休会です。
②例会終了後事務局にて定例理事会を開催します。

会　長　挨　拶
酒井　芳則　会長
　先週は中川ガバナーの
公式訪問をいただき、わか
りやすくロータリー方針を
お聞きし、ロータリークラ
ブの存続危機感を感じま

した。私たちのクラブも同じ条件の中に存在してい
ますが、あせらずにクラブ懇親を深め会員の拡大
に努めたいと思います。ロータリークラブを生活に
取り組み、より豊かな人生にしましょう。
　今月より鯖江市の発達障害児の育成支援の一
環としての「スポーツ吹き矢を通してこれからの子
ども達の支援活動」を行っていきたいと思います。
会員の皆さんの支援協力をどうかお願いします。
　何回もお聞き及びだと思いますが、”ロータリー
の理念”は、「人道的な奉仕をおこない、あらゆる職
業において高度の道徳的水準を守ることを奨励し、
かつ世界における親善と平和の確立に寄与するこ
とを目指した、事業および専門職に携わる指導者
が世界的に結び合った団体である。」ということで
す胸を張って心ゆたかに行動しましょう。

委　員　会　報　告
清水　康弘　次年度幹事
　酒井副会長と地区の財
団セミナーに行ってまいり
ました。説明を受けた中で
2690地区の松本祐二パス
トガバナーが、ポリオにつ

いて説明されたのでお伝えします。世界でポリオが
自然発生しているのが、2014年に359人、2015年
には74人、2016年に37人、2017年には22人、今
年は13人（アフガニスタン10人・パキスタン3人）で、
紛争中でワクチン投与ができない為、撲滅できな
いそうです。昨年のポリオ総数が96人といわれ、訳
が分からないので聞いてみましたら、生ワクチン

(60円程×2回）投与によっての感染者が96人だそ
うです。日本等先進国では不活化ワクチン(5000円
程×4回）です。ポリオが撲滅されたら、170億円が
浮く計算になるそうです。

野中　敏昭
　　社会奉仕委員長
　8月22日・23日に鯖江高
校と丹生高校の就職模擬
面接会ご参加のお名前を
申し上げます。

22日丹生高校：酒井芳則会長・牧野友美幹事・岩
尾顕治会員・笠原昌示会員・西尾俊一会員・大島恒
彦会員・齋藤多久馬会員・笹尾昌敏会員・武内隆敏
会員・梅田吉臣会員（生徒31名7G)
23日鯖江高校：酒井芳則会長・牧野友美幹事・深
見泰和会員・堀江邦旺会員・帰山明朗会員・酒井雅
憲会員・佐野直美会員・清水康弘会員・田村康夫会
員（生徒9名3G)

瀧ヶ花秀晃　
　　青少年奉仕委員長
　9月8日（土）9：30～12：
00鯖江市総合体育館：「ス
ポーツ吹き矢」大会進行お
手伝いをお願いします。

　鯖江市内の12の小学校と3の中学校に「スポー
ツ吹き矢の道具一式」を寄贈（50万予算）します。
　　　以下予定
体験会；8月27日（月）19：00～20:30鯖江中学校
武道館。寄贈式；8月28日17：00～鳥羽小学校（役
員のみ出席）特別支援学級の子ども達について学習
会；8月28日（火）18：30～20:00惜陰小学校2階会
議室。出欠のご返事を8月21日までに事務局まで
お願いします。

注：8月17日は休会です
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テーマ卓話 「国　連　報　告」

　　鯖江市は、人口７万人弱の地方都市であ
りながら、めがね枠への応用は無理だろうと
言われていたチタン製素材めがね枠の製造
に、世界で初めて成功した町でもあります。
　また、パリコレ素材から航空宇宙産業まで

幅広い用途に対応する繊維産業。あるいはまた、１５００年以上の
歴史を有する漆器産業などが集積し、非常に社長の多い町でもあり
ます。
　鯖江市では、２０１０年に市民からの提案を元に「鯖江市民主役
条例」を制定いたしました。市民が積極的に市政に参加する、市民
が主役の町づくりを推進しています。特に、女子高校生が自分たち
の故郷に関心を示し、若い感性で楽しみながら地域と関わろうとす
る「鯖江市ＪＫ課」の取り組みは、鯖江市役所が彼女達のたまり場で
あります。年間７０日を超える活動が続いています。
　最初は大きな反対もありまして、２つの高校１３人でスタートし
ましたが、現在は６つの高校から４０人の女子高校生が集まり、め
がね業界や大手コンビニエンスストアとコラボした商品開発や、先
日は日本最高学府である東京大学での講義をしました。女子高校生
ならではの視点を取り入れたシティプロモーション活動を展開して
います。きっかけは「私達は東京大学へは入れません。しかし、鯖江
市は私達を市民主役として受け入れてくれています。私達も東京大
学で講師として教壇に立つことができますか」というころし文句もあ
ったようですが、東京大学の先生も、その企画書を見てＯＫを出し
ていただきました。
　地方の若者の多くが、大学進学や就職を機
会に故郷を離れる中、これまでにＪＫ課を卒
業した１期生と２期生の１９人のうち、１８
人が地元に残ってくれました。そのうち１３
人は今も継続して、故郷に自信と誇りを持って、町づくりに参加してく
れております。
　鯖江の女性の活躍は、地域風土に育まれてきたものです。特に

　

酒井　芳則　会員
牧野　友美　会員
堀江　邦旺　会員
窪田　健一　会員
梅田　吉臣　会員
小部　隆充　会員
深見　泰和　会員
佐野　直美　会員
吉田　俊博　会員 小計 ￥    33,000　　

累計 ￥ 267,000

収支報告書（平成2 9年7月～平成3 0年6月）

大橋　良史　会員
小淵　洋治　会員
瀧谷 えみ子　会員
孝久　治宏　会員
岩尾　顕治　会員
齋藤  多久馬  会員

1.牧野市長をお迎えして
2.ガバナー公式訪問の際はご尽力ありがとうございました
3.勤続表彰をいただいて
4.先週結婚祝いを頂いて　ロータリアンの友情に感謝して
5.早退失礼します

１世紀もの長い間、女性が経営者を支え続けてきためがね産業は、
今や世界が認める高品質フレームや、レンズを生み出す産地に成
長しました。世界的な「“め”といえば鯖江」と言われるような、めがね
の聖地として鯖江の町が飛躍できることを目指しております。一生も
のの、幸せのめがねを、鯖江でぜひともお造りいただきたいと思い
ます。
　女性が町づくりの主役となって、全ての市民が生き生きと生活し
ている鯖江市民にふれあいにお出でいただきたいと思います。
次に、「なぜ今、ＳＤＧｓなのか」という事を説明します。今、地球は
悲鳴を上げています。何故かというと、２０世紀の消費が自然科学
を上回るスピードで進んでいます。大気汚染なども進んでいます。
２０世紀の消費を今後も続けていきますと、将来は人類が地球もろ
とも破滅してしまうという危機感が、国連で取り上げられています。
　そこで、２０１５年の９月に国連の総会に於いて、ＳＤＧｓ
（Sustainable  Development  Goals～持続可能な開発目標）の決議
を目指して、国連加盟国１９３ヵ国が申し合わせました。それは、
これからの開発はこれまでの２０世紀の開発を見直して、地球に
も人類にも負担を少なくするような世界の開発目標というものを、
２０３０年にターゲットをあてて、この１９３ヵ国の申し合わせの
元に約束を守っていこうという事を、決議しました。このＳＤＧｓは、
地球・人類のためであることは元より、企業や自治体にとっても大き
な課題となってくることが間違いありません。このＳＤＧｓには、自
主的選択的な１７の目標と１６９のターゲットがあります。その中
から、鯖江市においては「ジェンダーフリー
～男女共同参画（の実現）」を取り上げまし
た。また、それをどうやって数値目標等の可
視化をするのかが、大きな課題です。
　幸い、この度の国連での発表で国連との
人脈もできました。また、この件で政府の各
所からも、鯖江に対するとても高い評価をいただいております。これ
からも、鯖江をますますアピールしていきたいと思います。
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鯖江市長

牧　野　百　男　様

ローターアクト納涼例会

川手　博明　前幹事
　前回提出しました決算書が、これではだめだと言われまし
て、作り直しました8月24日の例会に、決算一本に絞りました
前年度理事会を開催しようと思いますので、24日例会終了
後に前年度理事の皆様にお集まりいただきますようお願い
します。

　前回臨時理事会で承認いただいた「バリ島へのメガネレンズ代送金」について、
金融庁の書面審査が厳しくなり、特に中国向けの送金が厳しくなっているという
事で、その都度書類のやり取りが必要となっていますので、20日位になる予定で
す。鯖江クラブの通帳は為替対応の銀行ではありませんので、今後為替対応銀行
通帳にしていく必要性を感じます。

帰山　明朗　広報委員長
　鯖江ローターアクトクラブは８月９日（木）午後７時
３０分から、市内の「ぴーぷ留」において納涼例会を開
催しました。
　ゾーン代表池田奨君（福井東ＲＡＣ）をお迎えして、

鯖江ＲＡＣは佐野優会長以下４名が、また当クラブからは、酒井芳則会長、地区
ローターアクト委員　酒井雅憲会員、瀧ヶ花青少年奉仕委員長はじめ７名が参加
しました。瀧ヶ花委員長の乾杯にて懇親会はスタート。美味しいお料理を囲み和

気あいあいの中、アクトの活動・方針についての意見
交換なども活発に行われ、一層の交流を深めました。 


