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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)
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例会報告

第2912回
   10/4(金) 10月第2例会

点鐘：12:30

ゴ ル フ 同 好 会  報 告

卓話

テーマ

点鐘：12:30

テーマ

幹　事　報　告

出席率76.19％
鯖江商工会議所３階中ホール

卓話 卓話

「市政報告」
鯖江市長

牧 野   百 男　様

点鐘：12:30

米山奨学生卓話

姜　伟 （ジャン　ウェイ）様
「ふるさと納税について」
市財務政策課　課長補佐

熱  田   霊  智　様

　大島恒彦　会員
　9月25日武生カントリー
に於いて第1回コンペをメ
ンバー6名で開催しました。
4か5月に、もう1度開催予

定ですので、是非とも皆さんのご参加をお待ちして
います。

テーマ 「塑性加工と新しい中国」

委　員　会　報　告
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

「きょうも楽し」

幸道　森市
　ソング副委員長

ロータリーソング

会　長　の　時　間
  清水  康弘    会長
　22日の防災の講演会
に参加、また、お手伝いし
て頂いた方、ありがとうご
ざいました。大橋社会奉
仕委員長、本当にお疲れ

様でした。当日は舟津神社の「神輿巡幸・還御祭」
と行事が重なったため、そちらの行事に参加され
た方も多かったと思います。以前からスケジュール
が決まっていた地域行事なので、仕方のないこと

酒井　雅憲　幹事
　「さばえこころの電話」
様より、10月5日鯖江市健
康福祉センター（アイアイ
鯖江）に於いて開催され
ます、「こころと命を守るた

めに」をテーマにしたイベント案内が来ております。
後ろの方にチラシを置いていますので、ご都合の
つく方はどうぞご参加ください。
　本日の家庭会合報告は、1班と3班です。
　本日例会後、60周年実行委員会を事務局に於
いて開催いたします。該当者は必ず出席ください
ますよう、よろしくお願いします。
　今月でクールビズが終了しますので、来週の第1
例会よりネクタイ着用となります。お忘れのないよ
うお願いします。

幸道　森市
　60周年実行委員長
　お手元の60周年チラ
シですが、理事会で承認
されたプログラムと役割

が書いてあります。予算については、次回の例会
時に諮る予定です。皆さんの役割については、そこ
に全員が明記されていますので、その委員長さん
の指示に従って細かい準備等手分けしてご協力

お願いします。
大橋　良史
60周年事業実行委員長
　9月22日の60周年記
念講演会に於きまして、
皆様のご協力とご参加を

頂き、厚く感謝申し上げます。300人を目標でした
が、防災士養成講座等・舟津神社祭礼と重なって
しまいました。今後はネットワークがうまくなるよう
に活動したいと思いますので、ご協力いただきま
すようお願いします。ありがとうございました。

だと思います。
　講演の参加者を最大で300名見込んで事業を
進めてきましたが、蓋を開けてみたら約半分くらい
でした。しかし、私的には内容についてとても満足
しています。一般論ではなく、鯖江に置き換えての
講演内容でしたので、一般傍聴者の人にも理解し
やすい講演だったと自賛しています。
　改めて大橋委員長ありがとうございました。そし
て、参加者の中に小林ガバナー補佐がいらっしゃ
いました。前からいい人だと思っていましたが、わ
ざわざお越しくださったので、とても好きになりま
した。
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テーマ卓話

にこにこＢＯＸ報告

「市　政　報　告」
鯖江市長

牧　野     百　男　  様

家  庭  会  合  報  告

日本事務局からのお知らせ
2019年10月のレートは、1ドル＝108円です
（10月レート適用は、10月１日（火）以降に弊局口座へ着金対象）

清水　康弘　会員

大橋　良史　会員

黒田　敏夫　会員

大島　恒彦　会員

岩尾　顕治　会員

牧野　友美　会員

笹尾　昌敬　会員

窪田　健一　会員

堀江　邦旺　会員

佐野　直美　会員

岡本　圭子　会員

西尾　俊一　会員

深見　泰和　会員

齋藤多久馬　会員

吉田　俊博　会員

孝久　治宏　会員

桑原　重之　会員

小淵　洋治　会員

馬場　一彦　会員

６０周年記念講演会ご苦労様でした。牧野市長の卓話を楽しみに

牧野市長をお迎えして・9月22日の防災の講演会にご参加ご協力ありがとうございました。

防災講演会欠席して

9月25日鯖江RCゴルフ同好会コンペに出席ありがとうございました。

楽しいゴルフコンペができましたので

9月12日家庭会合参加して楽しかったです。牧野市長の卓話をたのしみに

卓話に期待して　６０周年記念事業に参加して

　〃

牧野市長の卓話をたのしみに
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　〃

早退します

家庭会合第１班　増永　英彦　チーフ
　9月5日(木)天狗楼さんにて開催。9名で行われ
ました。「出席率UP」について活発な意見があり、
中でも変わった意見として①合併したにもかかわ
らず例会出席人数に変化が見られない。②前年

度役の人が出席お願いしたかったけど、退会を恐れて強く言えなかった。
③長期欠席者の取り扱いについて、会費さえ入れば問題ないという人や
欠席常習者の意見を聞くべき、入会時に紹介者や会長等からレクチャー
を受けているはずなので意識を戻していただく。④会長・幹事が長期欠
席者と場を設けて、話してもらう。⑤けじめをつけるのも必要。ということ
で、クラブ奉仕の基本、例会出席を再認識する必要性があると出ました。

家庭会合第３班　笹尾　昌弘　チーフ
　9月12日(木)芳家にて、6名出席で「出席率向上
」について話しました。以前の卓話担当者は、内容
をいかに高めるかの努力をされていたかを知り、
プログラム委員長さんに質の良い卓話を開いて
いただくのが効果的と話しました。また、例会に於

いて各委員長さんが発表していますが、いろんな方が例会に関わってい
くと出席率も向上すると思います。という事でした。
　

　今年度の主な取組みと持続可能なまちづくりに
ついてお話させて頂きたいと思います。
北陸新幹線敦賀開業までいよいよ4年をきってきま
した。北陸新幹線開業に伴うフリーゲージトレイン
の導入が不可能になったため在来線の特急を存続
させるべきだと要望しているところです。それに代

わる快速列車ですが、各駅停車の快速なのでまったく意味がなく、停車駅を
木ノ本・長浜・米原ぐらいでと滋賀県と話していますが、意見が通りません。
ただ、湖西方面快速は、近江塩津から近江今津と、利便性の確保はできると
思います。新しい情報で、北陸3県が「しらさぎ」「サンダーバード」を維持し
てほしいと要望している内容が、少し前向きになってきていると感じます。
今後は、鯖江ＩＣにおけるバスターミナルの設置やシェアリングエコノミー
におけるライドシェアの普及が必要になってきます。
サテライトオフィスの誘致事業では都市部企業のサテライトオフィスを誘致
し現在6社の進出があります。いずれも東京首都圏の事業所で、東京のクリ
エーティブの仕事をそのまま持ってこられています。こちらに設立してから
独自の仕事を開拓してから新たな事業に発展させている所もあります。ワー
クスタイルを従業員の希望する働き方改革で雇用して、育児中のママさん
や障がい者、高齢者の雇用の取組みをしています。これは、若者に対しても
雇用形態に魅力がありますので、セミナーや視察ツアーなどをやっていきた
いと思います。
大学生429名（12大学）、高校生（6高校）が、鯖江の中でまちづくりをやって
いただいています。京都精華大学のサマーキャンプは、49日間（常に20名）
鯖江で活動していますので、期間中延べ3,000名
が鯖江で集います。
また待機児童の解消のため、既存保育園のこども
園化を推進しています。
昨年からラポーゼかわだの大規模改修を行って

おり、冠山峠開通による中京圏のお客様を取り込
めるように施設整備を行っております。どうしても中
京圏のお客様は海がないものですから、越前町の
蟹を目当てに行くお客様が中心になってしまいま
すので、鯖江に滞在していただくような整備、「ラポ
ーゼかわだ」を拠点としたものを考えております。
西山公園の東山には既存の松堂庵の近くに、休憩所の松堂亭を建設しまし
た。その他の施設改修としまして、約9億円かけて文化センターの耐震補強
を行いますし、夢みらい館・さばえも約5千万円かけて耐震改修を行います。
まち美化の活動として、国道8号線をはじめとした歩道にガザニアやマツバ
ギクの植樹も行っております。またＪＲ鯖江駅前の広告塔や福井市境や南
球場前の広告塔もリニューアルする予定でございます。
国立社会保障・人口問題研究所の調査によりますと、2050年には鯖江市の
人口は約63,000人になり、現在若者2.5人で高齢者1人を支えている状況
が、2050年には若者1人で高齢者1人を支えなければいけない状況になっ
てきます。ＳＤＧｓは国連総会で採択された2030年までの国際目標で、17
のゴールと169のターゲットから構成されているものです。難しそうに思え
ますが、17のゴールのうち、要約すると1番～6番のゴールは、貧困の撲滅
のことになりますし、7番～12番は経済成長のことになります。また13番～
15番までは環境保全のことになり、16番と17番は目標達成のための手段と
いうことになります。まだまだ鯖江市では、ＳＤＧｓを市民の多くの方が「自
分事」にできず、行動につなげることができないでおりますが、ＳＤＧｓは
日常生活に密接にかかわってくるものばかりです。ＳＤＧｓ達成に向けて
身近なことから行動してみましょう。


