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心で繋がろう心で繋がろう
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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)

第2921回
12/13(金)

第2923回
 1/5(日)12月第3例会12月第2例会12月第2例会

第2921回
12/13(金）

例会報告

第2922回
   12/20(金) 1月第1例会

点鐘：18:30

テーマ

点鐘：12:30

会　長　の　時　間

出席率55％
鯖江商工会議所３階中ホール

卓話

点鐘：12:00

忘年夜間例会
会場：スナック　幸

「我が国の安全保障環境」
自衛隊福井地方協力本部長

藤田　泰三　様
新年家族例会
会場：サバエ・シティーホテル

年　次　総　会

酒井　雅憲　幹事
　只今より年次総会を開
催します。

清水　康弘　会長
　クラブ細則5条2節により、会員総数の3分の1を
以てこのクラブの定足数とあります。定足数の確認
の為、副SAAの桑原会員は出席者を発表してくだ
さい。

桑原　重之　
   SAA副委員長
　本日の総会出席者は
22名であります。

清水　康弘　会長
　これにより、本日の年次
総会は成立いたします。
同じくクラブ細則3条2節
に於きまして、指名委員会

及び次年度会長より指名を受けた候補者は、年次
総会に於いて投票に伏せられ各々最多投票数候
補者を当選者とする。但し、候補者の数が定足数
を超えない場合は、口頭による採決でこれに代え
ることが出来る。とありますので、定足数を超えて
いませんので、口頭による採決をしたいと思いま
す。先日発表した次年度会長及び理事・役員を承
認いただける方、拍手をお願いします。
　全員一致で承認されました。という事をご報告
させていただきます。

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

「我等の生業」

岩尾　顕治
　ソング委員長

ロータリーソング

清水　康弘　会長
　先日髪が伸びたので散
髪屋さんに行ってきまし
た。髪の毛を切って綺麗
に整えてもらうのに、どう

して散髪というのでしょうか？
　ググってみました。昔は華族や士族の正装は髷
を結って帯刀することになっておりましたが幕末
あたりから散切り頭がはやりだしていたので明治
政府は明治４年８月９日に太政官令で「散髪脱

注：12月27日の例会は休会です

刀令」というのを出しました。これにより華族や士
族の正装は、髪型については勝手にし、帯刀もし
なくて良いことになりました。それで髷を結わない
で髪をバラバラに散らすという髪型を散髪と呼び
ました。という事で散髪という髪型にしてくれる店
が散髪屋です。
　では床屋はというと、江戸時代、板や竹を組んで
簡易な床を張っただけの仮設の店や移動できる
屋台 （車輪がついているわけではなく、折り畳み
式。）のようなところで髪結いは仕事をしていまし
た。このような商品を売るだけで人の住まない簡
単な仮設の店のことを「床店」といいました。床店
は、簪や化粧品などを置く小間物屋や古本屋、薪
商売、占い方などもあり、様々な業種がありました
が、江戸では床店の髪結いが多かったため、「髪結
い床」というようになりました。それがのちに職業
を表す「屋」が付いて床屋と呼ばれるようになった
そうです。
　余談ですが驚いたことに、床屋は放送禁止用語
だそうです。床という言葉が性的な意味合いを持
つからだそうです。考えすぎでは？？？
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テーマ卓話

幹　事　報　告

にこにこＢＯＸ報告

「我が国の安全保障環境」
自衛隊福井地方協力本部長

藤  田　泰  三　様

委　員　会　報　告

日本事務局からのお知らせ
2019年12月のレートは、1ドル＝108円です
（12月レート適用は、12月１日（日）以降に弊局口座へ着金対象）

大橋　良史　会員
田村　康夫　会員
西尾　俊一　会員
窪田　健一　会員

酒井　雅憲　幹事
　先週の理事会に於いて笹尾会員が地区のロータリー
財団委員、私は地区のローターアクト委員を承認されま
したのでご報告いたします。
　新年の事務所開きは、今年同様休館のため行わない

事をお知らせします。
　本日、クラブ協議会を予定しておりましたが、1月の第3例会後に日程変更いた
しましたので、よろしくお願いします。
　60周年記念式典の会計が実行委員長より提出されまして、理事会で承認され
ました事もご報告いたします。
　昨日・今日と瀧ヶ花会員の葬儀にお手伝い、及び会員の皆様方が多数お参り
頂き本当にありがとうございました。
　地区から、ガバナーノミニ―・デジグネートに近江八幡RCの尾賀康裕様が指
名されたことをご報告いたします。
　本日例会後、先ほど採決されました来年度理事者によります理事会を開催い
たしますので、事務局へお集まりください。

卓話者紹介　田村康夫　会員
　本日の卓話者は、自衛隊福井地方協力本部長
「藤田泰三様」にお越しいただきました。藤田本部
長は、海上自衛隊の潜水艦「やえしお」の艦長をさ
れており、潜水艦は精神力が強くないといけないの

で、屈強な海上自衛官だと認識しております。内外の情勢にとても詳しい方
なので短い時間で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

卓話　自衛隊福井地方協力本部長　藤田泰三様
テーマ　「我が国の安全保障環境」
　 先ずは記憶に新しい台風19号の被害者が撮影
された映像をご覧ください。
※この映像で大事なところは、娘さんがお母さん！

気をしっかり持ちなさい！と言ったところです。人は駄目だと思った瞬間に、
生物の生存率がぐっと下がります。お父さんは以前亡くなられていたので、
「お父さんの分まで生きなくては」という気持ちが伝わり、頑張らないと・・・と
いう気持ちになったそうです。皆さんもこういった場面に出くわした時、どう
か気持ちをしっかりとお持ちください。
　鯖江での水害を確認しますと、1965年9月浅水川の氾濫です。2004年7
月福井豪雨で、福井市街も浸水しました。何を申し上げたいかは、これまで
の経験等は、最近の日本ではほぼ役に立たない状況です。今年は災害があ
ったけど、来年は大丈夫だろうという思いは戒めなければなりません。
　今回の水害の宮城・福島・茨城等の被害人数をグラフ化しました。皆さん
に覚えていて欲しいのは、水だけは何としても確保してください。水さえあれ
ば、人は1週間生き延びることが出来ます。水は家で、職場で、手元に何本か
確保してください。今回の教訓で、浄水場のポンプが冠水の為故障し、電気
が来ても復旧に長期間要しました。
・世界の軍事情勢概観
　1945年太平洋戦争が終結し、パリの凱旋門の前で・モスクワの赤の広場
で、人々はナチスの抑圧から解放され世界が平和になると喜びました。しか
しながら、1948年にベルリン封鎖（鉄道・道路・船舶等）が起こりベルリン市
街が東西に分かれ、200万人が兵糧攻めにあいました。そこで、米軍機が生
活物資を輸送し続けました。その後、米ソの冷戦状況が長く続きました。
その中で、自由を求めるイデオロギーをコントロールすることはできません。
東ドイツの若い兵士が自由を求めて越境し、多くの人が射殺されました。

藤田様の卓話をたのしみに

　〃

　〃

　〃

大島　恒彦　親睦委員長
　12月20日(金)に夜間例会をスナック「幸」で
18時30分より行います。食事も飲み物もたっぷ
りご準備いたしましたので、ご参加お願いしま
す。また、1月5日(日)12時からサバエ・シティー

ホテルで新年家族例会を行います。どちらも只今出欠を取っておりま
すので、ご都合のつく方は多数ご参加頂けますようお願い致します。

1989年ベルリンの壁が崩壊されました。
　第2次大戦後長く続いた米ソ冷戦抗争の背景に
は核戦力がありました。地球を200回破滅する力が
あるとされている数です。米ソ冷戦が終結した後発
生したのが、ボスニアとコソボ紛争・アジアでは、核
の拡散です。ソ連の核技術者をリビア・イラン・イラク・パキスタン・インド・北
朝鮮が雇い入れて、核が拡散する結果となりました。「アラブの春」は、チュ
ニジアの貧困な青年に警察官が賄賂を要求し、払えないならと野菜を売る
秤を取り上げてしまったので、彼は役場に逃げ込み助けを乞うのですが、助
けてもらえずガソリンをかぶって死に、その事を携帯電話・画像・インターネ
ットにより、中東・アフリカ地域に一気に拡散され情報が飛び交いました。シ
リア紛争も発端は食料です。人々は良い暮らしを求めてイタリア・フランス・
ギリシャへ難民が渡るのですが、地中海を渡る時ボートが転覆し、3歳の男
の子が亡くなった姿を全世界に映像を流した事により、世界の女性たちが
食料・医薬品等を支援し、国連までも動かすことになりました。
・中国軍事情勢
　中国は今国防力をつけています。第3次台湾危機で、米国から苦い目に
あわされたからです。米中冷戦は、1989年天安門事件から始まりました。
WTOに2001年中国は加盟し非常に経済が伸び、2008年リーマンショック
時に全世界に財政支援をし称賛されてから強気に変わりました。2013年米
中首脳会談で中国から米国に「太平洋を2国で分割しよう」と言ってから、中
国の狙いが何かを危惧しています。また、中国は海洋進出を着実に行って
います。「力の空白を作らない」ことが大事で、空白を見つけると抜け目なく
入ってきます。尖閣諸島を自衛隊・海上保安庁等協力して守る必要がありま
す。中国は空母2隻と戦闘機を訓練中です。日本のレーダー網は機能してい
ません。今まで音を聞いて判断していました。いまさらレーダー基地を設置
するには場所がありませんので、船を移動小松基地にする構想を持ってい
ます。普通戦闘機は1600ｍの滑走路が必要ですが、この飛行機は150ｍで
離陸します。レーダーには鳥よりも小さい3.5㎝しか映らない構造です。42
機米国に発注しました。空母も耐熱処理を行います。
　最後に日米英の海軍トップ会談を先日行いました。注目すべきは左下右
下の写真です。なんと、鏡割りは「梵」でした。梵の海外進出は素晴らしいと
感心しました。


