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会　長　挨　拶
酒井　芳則　会長
　本日は、大津市大萱
の交差点で、８日午前
保育園児の列に車が突
っ込み１５人が死傷し
た事故で、園児１３人

のうち、２人が死亡、９人が骨折などの重傷
を負った件です。事故当時、園児には保育士
の女性３人が付き添っておりましたが３人と
もが軽傷でした。園児や小学生など子どもの
列に車が突っ込み、複数の被害者が出る事故
は全国で後を絶たないですね。国などは通学
路を中心に対策を進めていますが、大津市の
事故現場は危険を想定しにくい場所だったと
のことです。右折指示機の対応が問題になり
そうですが、すべての道路にガードレールな
どを設置するのは難しく、ハード面だけでの対
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黒田　敏夫　会員
税理士法人武生中央会計

高 嶋　浩 之 様
「令和元年度税制改正について」「私とロータリー」

嶋田　博文　様
「福井のインフラの整備と保全」
国土交通省 近畿地方整備局 福井河川国道事務所長
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岩尾　顕治　会員
田村　康夫　会員
川上　勝義　会員
榊原　広輝　会員

桑原　重之　会員
窪田　健一　会員
牧野　友美　会員
吉田　俊博　会員
瀧ヶ花 秀晃　会員

勤　続　表　彰
吉田　俊博　会員
笹尾　昌敬　会員
堀江　邦旺　会員
小山　俊明　会員

幹　事　報　告
牧野　友美　幹事
　本日例会後、事務局
にて定例理事会を開
催いたしますので、関
係者はお集まりくださ
い。

委　員　会　報　告
佐野直美　出席委員長
　本日の出席者数は、
27名で、出席率は67.5
％となっております。良
い感じです。ありがとう
ございました。

策では限界があります。
　子どもをいかに守るかは以前からの重要な
課題です。平成１８年には埼玉県川口市で、
保育園児の列に乗用車が突っ込み、園児４
人が死亡、１７人が重軽傷を負う事故が住宅
街の一角にある幅約６メートルの生活道路で
おきています。車の抜け道とされやすい幅の
狭い道路での安全確保が課題となり、警察庁
では、こうした生活道路の最高速度を３０キ
ロに制限する「ゾーン３０」を推進し、２９年
度までに全国約３４００カ所で整備されまし
た。また、全国の自治体は住宅街などを対象
に、安全対策が必要な場所を国土交通省に
登録し、今年２月時点で全国計９０７カ所に
路面に段差を設け、車の速度を抑えるなどの
対策を図っています。全国の通学路を緊急点
検したところ、約７万４千カ所に対策が必要
と判断され、２９年度末時点で約９７％にあ
たる約７万２千カ所でガードレールや信号
機を設置するなどをしています。しかし対策は
あらかじめ危険が想定される場所に限られ、
今回の事故現場は、通学路ではなく見通しの
良い丁字路交差点でした。
　自動車に安全性を強化するとともに、根本
的に運転者のマナー向上運動と、思いやり運
転教育が必要ではないでしょうか？免許更新
時にも事故の教訓と思いやり運転を強く推進
すべきだと思います。事故は悲惨です、私たち
運転者は肝に銘じましょう。

清水　康弘　会員　　堀江　邦旺　会員　
西尾　俊一　会員　　橋本　政宣　会員
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日本事務局からのお知らせ
2019年5月のレートは、1ドル＝112円です
（5月レート適用は、5月１日（水）以降に弊局口座へ着金対象）
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　帰山　明朗　広報委員長
　鯖江のつつじも咲きそろい、良い感じに
気持ちの良い季節となりました。その中6月
は「めがねのまちさばえ感謝祭」が開催され
ます。「めがねフェスティバル」が、6月8～9
日に行われ、「吹奏楽フェスティバル」が、6

月1日・9日に行われます。それと関連した内容として、お手元のチ
ラシをご覧いただくと「鯖女ファーストコンサート」と題して、4人
の鯖江市出身フルーティストのコンサートが、6月28日鯖江市文
化センター大ホールに於いて開かれます。その中の「山本晴香さ
ん」は、ロータリーで卓話や、演奏を聞かせていただきました。地
元出身のアーティスト達のコンサートですので、是非、ご家族や
ご友人に行っていただきますようにとお誘いください。私の方に
チケットがございますのでよろしくお願いいたします。
　尚、鯖江ロータリアンの皆様方は、夜間例会と日にちが重なり
ますので、こちらの方ではなく夜間例会の方に御参加くださいま
すようよろしくお願いいたします。

令和元年は倫理を心に置きます。黒田さまの卓話を楽しみにしています

卓話を楽しみに　結婚祝いを頂いて

誕生祝を頂いて
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本日卓話をさせていただきます

令和　最初の例会を記念して　黒田会員の卓話を楽しみに
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結婚、勤続表彰を頂いて　卓話を楽しみに

勤続表彰を頂いて

しばらく休みました。本日早退します

　北クラブ出身者では一番古株ですが、鯖江RC全
体では堀江さん（45年）、小淵さん、園さんが先輩方
です。私は30年以上経ち、ずいぶん長く居たもんだ
なと思います。父親がライオンズに入っていて10年
で辞めた話を聞き、自分もロータリーにそれくらい居
ようと思っていました。ですが、30年も続けられたの

は何故かと考えると、ロータリーが楽しかったからだと思います。
　入会した経緯は鯖江北RCチャーターメンバー大久保清一氏が、ガバナー
経験者の佐々木氏のお寺の檀家総代で、同じ総代仲間である父親に「息子
をロータリーに入れんか」と言ってこられたからです。以前、親戚の人に言わ
れたことがありますが、当時30歳ぐらいでしたので、早すぎると思ってお断り
していましたので、神明にどんな人がいるのか気になって入会しました。イン
フォメーションは、私と高松メッキの高松さん、トミックスの酒井さん、英語塾
の大森さんの4名で受けました。年は違えど同期で、高間さんが会長を受け
る時、私の事務所に2～3時間ねばられて幹事をして欲しいと言われ、根負け
してなりました。また、北クラブ入会すぐの会員は親睦委員会に属し、例会30
分前に会場に居て、土瓶にお茶を入れて、ビジターやゲストが来たら席に案
内してお茶を入れるのが仕事でした。当時は、ビジターが10人以上という事
がよくありまして、弁当が足らなくなって、親睦委員は追加で注文した弁当を
卓話の間会場の一番後ろでコソコソと食べる事がしょっちゅうでした。当時
のメーキャップは、欠席する例会の前後1週間でした。それが、2週間前後に、
今年の規定審議会では同一年度以内と大幅に改正されるそうです。果たして
出席率向上につながるのかなと思っています。
　先月は、2回目の家庭会合がありました。昔は「炉辺会合」と言っていました
が、その後「家庭集会」と名称が変わり、「情報集会」と名称が変わりました。
北クラブでは「情報集会」と言っていましたが、どこのクラブもまちまちな名称
を使っているようです。「家庭会合」と言っていた当時、佐々木パストガバナー
が北クラブに来られて卓話をすると、「「炉辺会合」は会員の家でしなさい」と
よく言っておられました。「炉辺とは囲炉裏端の事、囲炉裏は何処にあるんや
家庭にあるんや、会員の家でするから炉辺会合や」と。北クラブも昔は会員の
家で行いました。それがだんだんと奥さんが嫌な顔をするなどで、飲食店に
行くようになったのですが、家ですることで良い事は、会費が安く上がる・会
員と奥さんが顔見知りになる事で奥さんがクラブの行事に参加しやすくなる
ことです。家族旅行で愛知県蒲郡に潮干狩りに行った時には、大型1台で乗り
切らないので、マイクロバスも加えて行きました。「情報集会」では、今庄のそ
ば道場で体験をして、武生の料理屋で会合しました。これは、元国立病院院
長松岡さんの紹介でした。松岡町のサニーサイドというレストランは、馬場会
員のお父さんが天谷調理師学校の天谷さんと顔見知りという事で、利用させ
てもらいました。12月の天気が荒れた日に夕方車を飛ばしながら越前町玉

川温泉に行った事もあります。今でも記憶に残っている程楽しかったです。北
クラブでは、「情報集会」は年4回開く事が決められています。年間カレンダー
でその報告日も決められていましたから、会長はその報告日2週間前にはテ
ーマを発表するのが通例で、年4回もやると例会だけではわからなかった会
員の人柄などが分かるようになり、親睦が深まります。現在では「家庭会合」
ですけど、これは大事にしないといけないと思います。一言いわせていただ
きますが、年2回は少ないですね、全ての班の会合に会長又は幹事が出席す
るようになっているのも、あまりにも会長・幹事の負担が大きすぎます。私は
北クラブの「情報集会」が結構楽しみでした。ですから、理事会で取り上げて
もらえるかどうかわかりませんが、会長・幹事は1つの班に入れてもらって、毎
回出るのではなく回数を増やすという風にしても良いのではないでしょうか。
　昨年、大島会長の時の2分間スピーチをさせていただいた中で話したので
すが、今、ロータリーが奉仕団体だと聞くと、それは違うだろうと、私は少しム
カーッとします。ただそういわれても仕方がない事だなとも思います。ロータ
リーは奉仕団体になろうとRIが軸足を切っているからなんです。ただ、ロータ
リーの魅力って何だろう、ロータリアンの誇りって何だろうと思うんです。私が
入会した頃、ロータリークラブは他に奉仕することを目的とした奉仕団体じゃ
ないと教わりました。この裏には、決議23の34があるんです。昨年も言いまし
たけれども、ライオンズはWe Serve、ロータリーはI Serve、職業奉仕がロー
タリーの金看板です。私は入会した時に、奉仕に関心がなく入ったと申しまし
たが、「自分達は職業を通して奉仕をする」という事に誇りを感じていたので
す。ライオンズや一般の奉仕団体とは違うロータリーの魅力はそこにあると
思っていたのです。毎年世界中のガバナーエレクトが研修をするという事で、
年1回国際協議会がアメリカで開かれます。その会場の入り口に「入りて学び
出でて奉仕せよ」の大きな看板が立っているそうです。例会に出席すること
で奉仕について語り、切磋琢磨する中で親睦を深め、クラブが実践する団体
奉仕の中で、実践例を学ぶ、奉仕の心を学ぶ、会員一人一人が地元に帰って
学んだことを実践する。奉仕の心を学ぶと教わってきました。だから、例会へ
の出席が大切であって、クラブが行う奉仕は継続事業が少ないと言っていた
理由がそこにあるのです。地域社会がどういう奉仕を求めているかを1から
学び、奉仕そのものが目的じゃなかったのです。昔は1人1業種だったものが
今年の審議委員会で人数制限撤廃となるそうです。専門職と社会奉仕に関
わる人が職業に変わります。入会金と会費を払えば誰でも良いのでしょうか。
RACもRIに加盟できます。RIの事務総長が最高経営
責任者CEOになる事も決まりました。今、ロータリー
って何だろう、自分達の魅力って何だろう。変わりつ
つあるロータリーがおかしな方向に向いているの
ではと思うのです。


