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

武生府中ＲＣ(越前たけふ農協会館)
勝山ＲＣ(勝山市民活動センタ－) 大野ＲＣ(大野商工会議所会館) Ｌ 敦賀西ＲＣ(ニュ－サンピア敦賀)
武生ＲＣ(武生商工会館) 敦賀ＲＣ(福井銀行敦賀支店)

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) 金曜日 福井あじさいＲＣ(ﾎﾃﾙﾘﾊﾞ-ｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ)木曜日 福井ＲＣ(ユア－ズホテル福井)

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-)
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) 福井西ＲＣ(ﾊﾞ-ﾄﾞｸﾞﾘ-ﾝﾎﾃﾙ･ﾚｼﾞ-ﾅ)Ｌ 福井水仙ＲＣ(福井パレスホテル)

三国ＲＣ(三国観光ホテル)

鯖江ロータリークラブＲＩ第2650地区
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会　長　酒 井　芳 則

鯖江ロータリークラブ会長方針 

鯖江商工会議所３階中ホール
出席率61.9％

2018-19年度  国際ロータリーテーマ

インスピレーションに
なろう

2018-19年度  第2650地区スローガン

ロータリーを学び、実践し、
　　　発信しよう；Enjoy Rotary

和をもって貴しとする

４つのテスト

真実か どうか⓵

みんなに公平か⓶

好意と友情を深めるか⓷

みんなのためになるか どうか⓸

会　長　挨　拶
酒井　芳則　会長
　日本の食卓に変化が
起こりつつあります。私
たちにとってもなじみ深
い大豆の植物性タンパ

ク質で作る「植物肉」が注目を集めています。
米国では量販店で牛肉の代わりに植物肉を

孝久　治宏
　ソング委員
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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

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

田村　康夫　会員 会員
卓話 幸道　森市　会員
「私とロータリー」

委　員　会　報　告
佐野直美　出席委員長
　本日の出席者数は、
2８名で、出席率は
71.８％となっておりま
す。

ありがとうございました。

「福井県政いわずもがな
　　知事選挙を振り返る」

使ったハンバーガー用パテが販売され、日本
企業も続 と々大豆を使った商品の販売を始め
ています。ヘルシーな、菜食主義者など一部で
は以前から認知されていた植物肉ですが、「こ
れまでの植物肉は、大豆の臭みなどが残りお
いしいとはいえなかった。しかし、近年では肉
の分子構造を解析し、植物性タンパク質の膨
大なデータから同じ構造を再構築する技術が
進み、限りなく肉に近い味や食感が実現でき
るようになった」とし、９日から期間限定で販
売しているハンバーガーチェーン、ロッテリア
の「ソイ野菜ハンバーガー」は、大豆を使った
植物肉をパテにしていて、見た目は通常のハ
ンバーガーと見分けが付かないほどで、食べ
てみると、まず驚くのが食感で、肉と区別が付
かないほど弾力があり、かめばかむほど香ば
しいスパイスの風味が広がっていくそうです。
同社の広報担当によると「香り豊かで本格的
な味わいに仕上げるため、クミンやナツメグ・
ホワイトペッパーなどスパイスを加えており、
ロッテリアハンバーガーの１個当たりの脂質
は１０・８グラムだが、ソイ野菜ハンバーガー
は８・３グラム、タンパク質はロッテリアハン
バーガーが１１グラム、ソイ野菜ハンバーガ
ーは１２・３グラムとヘルシー」だそうです。　
家庭で調理できる植物肉「ダイズラボ大豆の

お肉」シリーズを展開するのはみそメーカー
のマルコメで、乾燥タイプの商品を使っていま
す。レシピ本「大豆ミートのヘルシーレシピ」な
どの著者で大豆ミート料理研究家の坂東万有
子氏に、自宅でできる植物肉料理を紹介して
もらいました。並んだのは、唐揚げ、回鍋肉（ホ
イコーロー）、ミートパスタ、山形県の名物「だ
し」。乾燥保存された大豆のお肉を戻した煮汁
は、みそ汁に変身させました。大豆ミートは火
の通りが早いので生焼けや生煮えがなく、
１５分程度で調理でき、唐揚げの食感は鶏肉
と全く区別が付かず、下味もよく染みていて違
和感がなかったそうです。マルコメのサイト内
（ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｍａｒｕｋｏｍ
ｅ．ｃｏ．ｊｐ／ｒｅｃｉｐｅ／）にメニュー
があります。「お肉の代わりとしても十分おいし
い、新しい大豆の食べ方として気軽に楽しん
でみてほしい」という事で、今月末には乾燥タ
イプの大豆のお肉が販売されるそうです。
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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）

にこにこＢＯＸ報告

嶋田　博文　様
谷尾　栄一　様
酒井　芳則　会員
牧野　友美　会員
吉田　俊博　会員
齋藤多久馬　会員
窪田　健一　会員

テーマ

編集：会報・ホームページ委員会

卓話 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

卓話謝礼をニコニコに

武生RC谷尾です。メーキャップです

国土交通省近畿地方整備局福井河川国道事務所長嶋田様の卓話を楽しみに

〃

〃

〃

〃

卓話者紹介　吉田俊博プログラム委員長
　国土交通省近畿地方整備局福井河川国道
事務所長の嶋田 博文様をご紹介いたします。
　奈良県出身で41歳であります。学歴・職歴は
京都大学大学院修了後2002年に国土交通省

入省され、道路局国道・防災課課長補佐、兵庫県道路企画課長勤務
を経て、昨年4月より国土交通省近畿地方整備局福井河川国道事務
所長をされています。モットーは、「明るく楽しく前向きに仕事に取り
組み、福井生活を満喫中」だそうです。

卓話者　国土交通省近畿地方整備局
　　　　福井河川国道事務所長
　　　　嶋田　博文　様
テーマ　「福井のインフラの整備と保全」
　河川国道事務所とは、福井県内の国道に関

する事、また河川に関する事について福井県がさらに良くなるように
仕事をしております。仕事を初めて18年ですが、10箇所もの地域を
転勤しました。東京、九州、大阪、トルコ、広島、神戸等で、主に道路の
計画、事業進捗管理や維持修繕に携わっています。そこで、赴任地を
楽しもうと思い、福井の名山登山やサイクリング、西山のレッサーパ
ンダを見学したりしています。
１．「地域の安全・安心の確保」
　(１)九頭竜川・北川を整備し、洪水に備える
　近年、雨の降り方が変化：時間雨量50ｍｍを超える短時間豪雨が
増加（30年前の約1.4倍）気候変動の影響により、水害の更なる頻発
・激甚化が懸念されます。皆様の大切な命と資産を守るため、河川を
丈夫なものにするのですが、最近の雨の降り方が強いため、「施設能
力には限界があって、防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」へと
意識改革し、社会全体で洪水氾濫に備えましょう。
レベル5：堤防決壊・レベル4：氾濫危険水位（避難勧告発令）・レベ
ル3：避難判断水位（避難準備、高齢者等避難開始等の発令）・レベ
ル2：氾濫注意水位（水防団の出動）・レベル1：水防団待機水位
〇洪水に対する安全度の向上（下流から堤防拡幅工事等をします）
　・河道堀削により河道の流加能力を向上させる対策
　・堤防拡築や浸透・浸食に対する堤防強化
〇新設ダムや既設ダムの有効活用による洪水調整
　・戦後最大規模の洪水に対応
◎風水害に備えて、お願いしたい事
風水害に備え、大切な人の命を守る行動を
⇒避難行動を、大切な人と一緒に事前に確認
　・避難所の場所、移動ルート
　・水平避難と垂直避難
⇒雨量や河川の水位情報を得て、早目の非難を

幹　事　報　告
牧野　友美　幹事
①5月18日(土)午後３時から、武生商工会館に
於いて、福井県下ロータリー現新会長幹事会
がありました。内容等を掲示板の方に紹介させ
ていただきましたので、お読みいただきたいと

思います。
②5月31日(金)例会終了後、新年度理事会を事務局にて開催いたし
ますので、新理事・役員の方はお集まりください。

　(２)道路施設を適切に維持し、安全・快適に　
〇道路や橋は、雨風にさらされ、傷んでいます。
〇施設の高齢化と老朽化が進んでいます。（73万橋/全国）　
・50歳以上の橋の割合が現在2割ですが、10年後には５割、20年後
には7割になります。
・道路管理者は、維持（巡回、清掃、除草、剪定、除雪、設備点検）補修
等（橋梁点検、橋梁補修、舗装補修、トンネル補修、耐震補修他）等、
点検、診断、措置、記録のメンテナンスサイクルをしています。今では
近接目視による点検で、死角となっている箇所の損傷やボルトの抜
け落ち、支承のアンカーボルトや取付ボルトのゆるみを発見したり、
触診や打音検査によるPCケーブル下面の空隙発見等の成果を挙げ
ています。
　(３)大雪に備える
　昨年豪雪1500台の車両滞留が発生し、長期化した要因（H30.2.6）
 1．福井県嶺北地方37年ぶりの最深積雪130ｃｍ超える大雪。
 2．北陸自動車道通行止めによる国道8号線の交通量増加。
 3．チェーン未装着大型車両立ち往生の多発による車両の滞留。
 4．滞留車両に継続して積雪、除雪機械が入れず人力除雪対応。
※監視体制の強化AIカメラ：AI技術による早期把握・迅速対策
大雪に備えて、お願いしたい事
 1．気象情報や道路情報をご確認ください。
 2．できるだけ外出を控えてください。
 3．やむを得ず車で外出するときは、冬用装備を。
２．「インフラの整備と保全を通じて、地域の元気を創り出す」
〇スーパー・メガリージョンの活力を福井へ
　リニア中央新幹線の開業により、3大都市圏が約1時間で結ばれ
　る。⇒世界からヒト、モノ、カネ、情報を引き付け、世界を先導する
　スーパー・メガリージョンが形成⇒関西・中部の勢いと連動して、
　福井に交流と投資を呼び込もう！
〇国道417号冠山峠道路
　・岐阜と福井を最短経路で結び、中部圏と福
　 井の広域的な観光交流を促進。
　・移動時間が40分短縮。（池田町～揖斐川町間）
〇中部縦貫道の整備効果（地域の企業立地の支援）
　・永平寺大野道路の周辺地域には新たな企業立地が進展。
　・全線開通により交通の利便性が高まることから、企業立地の促進
     に期待。
〇SNSを活用した広報⇒ぜひフォローをお願いします
　・Facebook、Twitter、YouTube、InstagramのSNSにより、事務所の
　 取組みを発信。⇒各SNSの特性に応じて発信内容などを工夫し、 
    伝わる広報活動に取組み中。
　・Twitterは拡散力が大きい（フォロワー数：2580）R元5.22現在近畿NO.1


