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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 等
閉 会 点 鍾

鯖江商工会議所3階中ホール　　

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

出席率63.3％

「自動車の安全装備について」
㈱大橋モータース代表取締役

大 橋   良 史    会員

「リオオリンピックの裏側」
福井新聞社編集局内運動部副部長

佐 々  木   紀 光      様

「最近の金融情勢と福井の課題」
日本銀行福井事務所所長

村 上   憲 司    様
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ロータリーソング

第2801回
   5/12(金)  5月第2例会

「それでこそ
         ロータリー」

点鐘：12:30

野中　敏昭
 ソングリーダー

卓話

テーマ

点鐘：12:30

帰山　明朗　幹事
　先週の例会終了
後は今年度最終の
「クラブ協議会」を
開催し、主に各委員
会からの今年度事

業報告をしていただいた。お忙しい中ご
出席いただいた、役員さん、各委員会委
員長さん、そして入会三年未満の会員の
皆さん、どうもありがとう。

　明日からいよいよゴー
ルデンウィークに入るわ
けだが、来週5月5日の
金曜は祝日に当たるの
で、当クラブ定款第6条1
節に基づき、休会とする
のでご注意願う。なお、
定例理事会は5月12日

の例会後に開催するので、理事者の皆様
にはご予定をよろしくお願いする。
　5月、6月の例会開催について、5月は
12日、19日、26日の3回の例会開催とな
る。6月は、2日、9日、16日、23日、30日と5
回の例会を行う。6月の第5例会である30
日が今年度の最終例会開催（夜間）となる
ので、宜しくお願いする。

幹 事 報 告

卓話

テーマ

点鐘：12:30

注意：5/12よりクールビズです

注意：会場は４階大ホールです

好意と友情の握手タイム

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

勝山ＲＣ(勝山市民活動センタ－) 大野ＲＣ(大野商工会議所会館) 武生府中ＲＣ(越前たけふ農協会館)
武生ＲＣ(武生商工会館) 鯖江北ＲＣ(神明苑) Ｌ 敦賀西ＲＣ(ニュ－サンピア敦賀)

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) 敦賀ＲＣ(福井銀行敦賀支店) 金曜日 福井あじさいＲＣ(ﾎﾃﾙﾘﾊﾞ-ｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ)
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) 木曜日 福井ＲＣ(ユア－ズホテル福井) 福井西ＲＣ(ﾊﾞ-ﾄﾞｸﾞﾘ-ﾝﾎﾃﾙ･ﾚｼﾞ-ﾅ)

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-) Ｌ 福井水仙ＲＣ(福井パレスホテル) 三国ＲＣ(三国観光ホテル)

田村  康夫   会長
　本日の卓話者は
福井新聞社編集局
内運動部副部長　
佐々木　紀光　様

「リオオリンピックの裏側」をテーマにお
話しいただく。
　地区大会の時、各クラブ紹介で97ク
ラブの会長（代表）が旗を持って登場した
が、その時の旗が届いた。
　5月1日から鯖江市はクールビズなの
で、当クラブも5月12日の第 1例会か
らノーネクタイでお願いする。
　今日、父を連れて認知症の検査に行っ
た。「すこやかシルバー病院」というのが、
清水町のふれあい健康の森にある。非常
に混んでいて、予約が 3.4 か月待ちと言
われている。アルツハイマーが 6割の原
因。父は「年相応ですね」と言われ、言葉
や着替えなどの能力が落ちて、症状に合
った薬の調合が大事だなと思った。1ヶ
月後に脳の中の血流の検査を予約して
きた。今予約すると、7月以降になると思
うが、身近な方に該当者がおられる方
は、早めにご予約されると良いと思った。

ゲスト及びビジターの紹介と会長の時間　
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卓話 テーマ「 リオオリンピックの裏側」
福井新聞社編集局内運動部　副部長

佐 々  木　紀 光　様

卓話者紹介
川手　博明　副幹事
　本日の卓話者は、福井新聞社編集局内
運動部副部長　佐々木紀光　様。青山学
院大学を卒業され、編集一筋の新聞社の王

道を歩かれている方。今、この業界は岐路に立たされていて、若
年・老年層の著しい新聞離れ媒体の変化によるチラシの減少、
労務費のアップ等の3重苦が、5年後6年後にどうなっていくのか
危惧している。福井新聞社の代表として最初から最後まで取材さ
れた「リオオリンピックの裏側」をテーマにお話しいただく。

福井新聞社編集局内運動部副部長
　佐々木　紀光　様 
　昨年8月、ブラジル・リオデジャネイロ五
輪を約3週間取材した。県勢10選手
（補欠を含む）を追って滞在３週間。本社に
送った原稿は80本。治安、ジカ熱、時差と

〝闘った″日々だった。
　襲われることを前提に現地入りしたのは8月2日。その2日後に
は、日本のテレビ局スタッフが砂浜で襲われ、パンツ1丁で数時
間後に解放された、との情報が領事館職員から伝わると言葉を
失った。取材マニュアルを読み返し「絶対、抵抗しない」と自分に
言い聞かせた。
　セーリングの伊勢田愛選手（県体協）を取材するのはまさに海
岸沿い。一眼レフを持参するのをやめた。持って行ったのはノー
トとペン、使い古したコンパクトカメラ、そしてタクシーに飛び乗
ってプレスセンターまで帰れる現金（5千円程度）だけ。
　現地は冬。午後5時には真っ暗。さっきまで砂浜で観戦してい
た観客はいつの間にか消えていた。選手に取材できるミックスゾ
ーン。待てども伊勢田選手が出てこない。約20人いた記者はもう
だれもいなくなって、ようやく姿を見せた。たっぷり取材したい。
でも、今2人しかいない砂浜から1秒でも早く帰りたい。2つの思
いのせめぎ合いだった。とにかく、生きて帰ることを最優先で取
材後、バス停までダッシュしてバスに乗り込んだ時に、ようやく心
が休まった。
　プレスセンターや通訳を借りる手配は、福井新聞社が受け持
つこととなっていて、プレスセンターの机などのレイアウトを、Ｃ
ＡＤで作って何度も送って準備をした。通訳は武生出身の女性

にお願いした。青森・秋田・岩手・福島・栃木・徳島の地方紙記者
と取材部屋（原稿執筆用）を借りていた。ホテルは福井・岩手以
外の5社はメディア村（アパート群）。福井・岩手は民間ホテル。
治安の問題から5社と一緒のほうが良かった、と思っていたが
考えを改めた。
　メディア村は一部屋に2人か3人の相部屋で、部屋に入るまで
誰と一緒になるかわからず、床はほこりだらけ、お湯は出ない。
キッチンの窓は網戸だけ。某記者は、瀬戸物性のシンクが足の
上に落ちてきて怪我をしてしまい、スリッパしか履くことができ
なくなってその後の取材をされていて、「〇〇さんの方ですか、
大変でしたね」と、声をかけられておられた。また、福島の記者は
「外で寝ているのと同じだよ」と。網戸も破れていて蚊に刺され
放題。青森の記者は、初日に4か所刺されていた。日本では一応
3種類4本の予防注射を受けて備えていた。食事は、初めプレス
センターで皿に欲しいものをよそって、入
れたものを計算して支払うのだが、3千円
以上にもなり、その後は近くのマーケット
に買いに行くことにした。
　ネットは案外スムーズにつながった。
でも、問題は時差だ。日本とはちょうど12
時間の差があり、現地の正午12時は日本の夜中の12時。日本
での新聞製作に間に合うように原稿・写真を送るのが大変だっ
た。
　陸上50キロ競歩の荒井広宙選手（自衛隊）、1600ｍリレーの
北川貴理選手（順大）のレースがあったときは、現地時間の午前
4時（日本では夕方4時）までかかって原稿4本を執筆。最後は書
きながらウトウト。顔を洗って目を覚まして何とか書き上げ、2時
間の仮眠後にすぐ荒井選手のメダリスト会見取材のためホテル
を出た。また、バトミントンの山口茜選手の場合は、試合の時間
が遅れていて12：00から開始となったため、原稿締め切りに間
に合わず、とにかく写真だけでもと送り、試合結果の部分だけき
りきりまで空欄にしておいてもらった。フェンシングの佐藤望選
手の時は、自分はペン用の記者なのでカメラを使うことが禁止
されていたが、首から下げている名札を隠してコッソリ観客の
ふりをしたり、警備員が目を離したすきをついて写真を撮るよう
にしていた。
地球の裏側での取材は、苦労した分貴重な体験となった。

委 員 会 報 告

小計 ￥    5,000　
累計 ￥983,000

にこにこＢＯＸ報告

帰山　明朗　会員
窪田　健一　会員
佐野　直美　会員
野中　敏昭　会員
大島　恒彦　会員

佐々木さまの卓話を楽しみに
〃
GW３．４日商店街でコーヒ食べ物のお店開いています。早退します
欠席が続きました。卓話を楽しみに
早退します

川手　博明　副幹事
　2017～2018年度地区委員会が4月30
日に京都国際会館で行われる。当日7：45
に商工会議所をバスで出発する。ルートは
、湖西線まわりで大原方面より行く予定。帰

りに簡単な食事会をするため、「勇寿司」さんを予約しているの
で、よろしくお願いする。お弁当は手配済みで、車中食の予定。
当日、野呂委員長が別行動という事で、12：30受付をめどに合
流していただきたい。
　ガバナー公式訪問は、7月14日の予定。各委員長さんは、準備
を整えておいていただきたい。


