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真実か どうか
みんなに公平か
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RI第2650地区のスローガン

会　長　田村　康夫

鯖江ロータリークラブ会長方針 

「感謝で繋ぐ」

開 会 点 鐘
四 つ の テ ス ト
ロ - タ リ - ソ ン グ
好意と友情の握手タイム
会 長 の 時 間
幹 事 報 告 等
閉 会 点 鐘

鯖江商工会議所　３階中ホール　　
出席率80％

夢を語り、現在を刷新
Review From the future and Renew

人類に奉仕する
ロータリー

老壮青　今、日々を大切に
その為に・・・

卓話

テーマ

卓話

テーマ

忘年会　夜間例会

会場：ラポーゼかわだ

第2782回
12/9(金)

第2784回
 12/23(金)12月第3例会12月第2例会

第2782回
12/9(金）

例会報告

ロータリーソング

野中　敏昭　
　ソングリ－ダ－

点鐘：12:30

第2783回
 12/16(金) 12月第4例会

点鐘：12:30 点鐘：18:30

「丹南と百済文化」
丹南ケーブルテレビ㈱　常務取締役

吉 田　登 喜 男    様

「在日米軍、その全貌」
バーステーション　オーナー

田 中　良 幸    様

「それでこそ
　ロータリー」

酒井　芳則　
　　次次年度会長
　順番という事で、
精一杯させていただ
く。「皆様のためにな
るかどうか」考えなが

らやっていきたい。ロータリーがより良く、
楽しい会になっていくよう、四つのテストに

ゲスト及びビジター紹介と会長の時間　
田村  康夫　会長
　本日は丹南ケー
ブルテレビ㈱常務取
締役 吉田 登喜男様
「丹南と百済文化」
をテーマでお話い

ただく。そして、入会式を迎える熊野さん、
松村さん、よろしくお願いする。

次次年度会長挨拶

好意と友情の握手タイム

年次総会
注意：12月30日は休会です

議長　田村康夫  会長
　只今より、年次総会
を行う。当クラブ細則第
3条 1節にもとづき、前
週 12月第 1例会にて
指名された、次次年度

会長及び次年度理事について、総会に参
加の会員により採決を行い、選出したい。
　なお、採決方法については、定数を超え
ていないため、口頭による採決で、異議な
いか？異議ないとのことで、口頭により採
決を行う。
1.【次々年度会長候補者】の承認を求め
る。酒井芳則候補者に、承認の挙手を求め
る。　全員の賛成を持って、次次年度会長
に酒井芳則会員が承認された。
2.【次年度理事・役員候補者】の承認を求
める。理事候補者、清水康弘会員、野中敏
昭会員、帰山明朗会員、瀧ヶ花秀晃会員、
佐野直美会員、野呂和夫会員、会計岡本
圭子会員、副幹事（次々年度幹事）牧野友
美会員。以上の理事役員候補者に承認の
ための挙手を求める。　全員の賛成を持
って、次年度理事及び役員が承認された。

新入会員入会式　

新会員紹介　推薦者 田村康夫 会長
　熊野正巳さん、66歳㈱アド・ブレイン経営
職業分類 不動産業。本社は福井商工会議
所の横で、今年新横江に鯖江出張所を設け
られた。温厚でありながら、非常に動きの速
い方で、銀行に長年勤務、顔広く骨董など趣
味を持っておられる。
　松村竜也さん、49歳（有）アドバンス。職業
分類はダイビングスクール。講師ディレクタ
ー（インストラクターを教える）日本でも5本
の指に入る優秀な方。福井のアクアマリンと
いう会社オーナー。金沢・越前海岸にも拠点
を置き、クルーザー5隻保有。

熊野会員挨拶
　伝統ある鯖江RCに
入会承認いただきあ
りがとう。四つのテスト
を教えていただき、常
に行動の規範としな
がら、会員の皆様の名

を汚さないように、精進していこうと思うの
で、よろしくお願いする。

松村会員挨拶
　ご紹介通り、海のレ
ジャーの仕事をしてい
る。自分自身も活動し
ているので、例会出席
でご迷惑お掛けする
かもわからないが、出

来るだけお役に立てるよう出席等していく
所存なので、よろしくお願いする。

新入会員入会式　

年 次 総 会 基づき、自分に何ができるか感じ、心に問い
ながらやっていくつもりなので、皆様のお力
添えをお願いする。
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プログラム

卓話

編集：会報委員会

テーマ丹南ケーブルテレビ㈱　常務取締役

吉 田　登 喜 男    様

講師の紹介
　孝久　治宏　プログラム委員長
　本日の卓話者は、丹南ケーブルテレ
ビ常務取締役・ユネスコ世界文化遺
産都市「百済・扶余」広報大使。 休日
には色鉛筆絵描きとして活動し、年２

回のペースで金沢を中心に個展を開催。 映画制作にも関
わり、「つむぐもの」( 主演・石倉三郎）「HANA~ ひとつ」
(主演・南沢 奈央）などの企画、プロデュースを行う。芸術・
文化に造詣が深く「丹南と百済文化」と題して卓話いただ
く。

　「丹南と百済文化」　
丹南ケーブルテレビ　常務取締役　
　吉田　登喜男　様
　丹南ケーブルテレビの吉田と申しま
す。日頃は当社事業に関しましては大
変、お世話になり有り難うございます。

本日は「放送通信業」という本業でのお話ではなく、当社
が活動しています「地域貢献事業」の一環として進めてい
る『韓国／百済との交流』に関しま してお話をさせていた
だきます。ケーブルテレビといえば、全国に五百数社あり、
丹南地域とはどんなところかと、よく質問いただきます。当
地「丹南地域」は 1500 年の歴史を誇る和紙や漆器の 
他、打ち刃物、焼物そして越前箪笥、木工や織物など世界
でも稀な伝統産業の集積地と云 われています。私どもで
は10年前にこれら伝統産業の技術や知識がいつ頃、ど
こからどのようにしてもたらされたのかを番組制作を通し
て検証して参りました。その結果、どのよう な歴史研究家
も異口同音に云われますのが「当時、韓半島にあった『百
済』からの所謂、 渡来文化」であるとのこと。そこで地域の

小計 ￥  17,000　
累計 ￥610,000

田村　康夫
帰山　明朗
窪田　健一
榊原　広輝
岡本　圭子

1　熊野さん　松村さんの入会を祝して
2　丹南ケーブルテレビ吉田さまの卓話を楽しみに
3　早退します

にこにこＢＯＸ報告

委 員 会 報 告　
　親睦委員会
　深見　泰和　委員長
　1月8日（日）午前11時30分より、サバ
エシティーホテルにおいて恒例の家族
新年会を開催する。詳細は文書にて案
内している。恒例の家族会としているの

で、どうか会員の皆さまはもとより、奥様、お子様、お孫様、お
父様、お母様、などなど、どうかご家族の方もお誘いいただき、
ご出席いただけると幸いに思う。どうか宜しくお願いする。　

皆様に呼びかけ、お集りになった23名の方と 初めて
百済の地を訪問したのが 06 年。以後、こしの都クラブ
を立ち上げ毎年、百済最後の都でありました扶余を訪
問し、単なる観光一環ではなく、文化交流、そして3年
前から 市民交流を行うまでに至りました。その間、扶余
とは「文化観光交流」の締結、市民団体 同士による「市
民友好交流」の締結を行っています。それでは、百済文
化がどのように発祥し、どのようにしてもたらされたのか
を簡単に説明をさせて頂きます。それは大河の存在、 
リアス式海岸 ( 多島海）など立地環境がとても恵まれて
いたことが大きいと言われていま す。( 中略）つまり、私
たちの地域とは海の道で繋がっていた訳です。次に昨
年、世界文化遺産に登録された扶余の街を紹介させて
頂きます。ソウルから高速バスで2時間半の距離にあ
る人口 3万人ほどの小さな街で
すが、近年では年間 800 万人を
越える観光客が訪れる東アジア
有数の歴史文化観光都市として
発展著しい活気溢れる街です。
その百済観光の玄関口「定林寺
址博物館」内に、丹南地域の伝統
産業を紹介 PR する展示コーナーが扶余郡の厚意によ
り常設されています。また、昨年から２年続けて丹南地
域と百済の地を舞台 にした映画を製作しており、本日
はその予告編をご覧頂きたいと思います。( 中略）これ
ら映画というカタチで全国のケーブルテレビに特番とし
て放送を依頼し、丹南に百済文化を加え、アピールする
と共に丹南地域での上映会を重ね、伝統産業を通して
地域の素晴ら しさを再認識して頂こうと考えています。
　本日はご清聴頂きまして有り難うございました。

　12月23日の忘年夜間例会には、多く
のご参加のお返事をいただきありがたく
思う。準備の都合上、本日一杯を出欠の
締め切りとしているので、お返事まだの
方は宜しくお願いする。
　後ほど親睦委員長から案内があると

思うが、1月8日にサバエシティーホテルにて恒例の家族新年
会を開催する。
　12月17日（土）にリサイクルペーパーを実施する。鯖江商工
会館北口に午前9時集合いただくよう、よろしくお願いする。
　

幹 事 報 告　
帰山　明朗　幹事
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佐野　直美
下村　義孝
大島　恒彦
野呂　和夫
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「丹南と百済文化」

新入会員入会式　


