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四つのテスト

真実か どうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるか どうか
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会　長　大 島　恒 彦

鯖江ロータリークラブ会長方針 

「クラブの改革」と「人道奉仕」
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ロ ー タ リ ー ソ ン グ

僕のRC、私のRC、みんなのRC
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幹 事 報 告 等

閉 会 点 鍾

鯖江商工会議所４階大ホール

できることから始めてみましょう

出席率61.9％

注：4/20の例会場は
　  鯖江商工会議所４階大ホールです
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例会報告

第2844回
   4/20(金) 4月第4例会

点鐘：12:30点鐘：12:30

 会 長 の 時 間

  大島  恒彦    会長
　3月21日～24日までバ
リ島へメガネ贈呈式に行
って参りました。関西空港
から片道約7時間のフラ
イトですがエコノミー席で

の7時間は辛いものがあります。日本とバリ島の時
差はマイナス1時間です。現地時間の午後5時にバ
リ島のデンパサール国際空港に着きました。空港
の税関検査はマキコ・イスカンダールさんのご配
慮で、待つことも無く10分程度で空港から出る事
が出来ました。最初に向かったのは歓迎式典が行
われるレストランでした。レストランでは、タマン、
クタ両ロータリーの会員をはじめ多くの人達から
歓迎を受けました。言葉は通じませんが、身振り、
手振り、マキコさんの通訳で何とかコミュニケーシ
ョンをとる事が出来ました。又北海道の2500地区
の皆さんともお会いすることができ、楽しい交流が
出来ました。
　2日目はメガネの贈呈式と2500地区が贈呈し
たトイレの手洗い場の贈呈式を3つの小学校で行
いました。小学校では子供達がレイをかけくれた
り、伝統の踊りを披露してくれたり、大歓迎して頂
きました。1,000個のメガネ枠と500個分のレンズ
の費用を贈呈して参りました。双方が保管する受
け渡しの確認書も作成しました。本年度は予算の
関係上、残念ながら500個の枠にしかレンズを入
れる事が出来ませんでしたが、残りの500個は次
年度に引き継いで行きたいと考えています。現地
の小学校の授業は、午前と午後に分けた2部制で
す。理由は全校生徒が集まれる場所が無い・教室
の数が足りない・トイレの数が足りない等ですが、

卓話

会 長 挨 拶

卓話卓話

テーマ

ロータリーソング

「それでこそロータリー」

瀧谷えみ子ソングリーダー

点鐘：12:30

concerto㈱

山  本    晴  香　様

僕のRC,私のRC,みんなのRC
齋藤　多久馬　会員
　今、4つのテストを唱
和され、1番に出てくる
のが「真実かどうか」で
す。私自身は自然科学に
籍を置いておりまして、

真理を探究することをしておりました。RCは、同じ
ことを求めておられるという事で、本当に有難い
事だと思っております。今年、去年とフェイクニュ
ースだけでなく、何が真実かを求めることが極め
て難しい(国会討論会）時代になっておりますけ

「福井を日本のウィーンに！」　

山  本    典  子    氏

れど、真実というものは、容易にわかるようでわか
らない、探し求めなければならないと言う内容だ
と思っています。RCの皆様方の英知が真理を明
らかにするという事で、ご一緒できることを有難
い事だと思っております。

テーマ テーマ「医療×デザイン」　

3つの小学校の校長先生の挨拶の中でも、この事
を切実に話されていました。
　3日目は赤十字病院の血液バンクに案内されま
した。この施設は日本、アメリカ、カナダ、そしてバリ
島のロータリークラブからの寄付で建てられたも
のです。カナダからの寄付が一番多く60万ドル（約
6,000万円）とプレートに刻まれていました。国際
観光都市で知られているバリ島ですが、まだまだ
発展途上です。色々な国や団体からの寄付なしで
は教育や医療も儘ならない事を実感してきました。
クルマで移動中に感じたことは、バイクの数の多さ
です。クルマの数よりバイクが多いように思いまし
た。メーカーは日本のホンダとヤマハの２社です。
ガイドさんの話では、このバイクは100～150ＣＣ
で、大人2人、子供2人の4人まで乗れるそうです。
クルマの間をすり抜けて走りますが不思議と事故
は無いそうです。車は殆ど日本製です。トヨタ、ダイ
ハツ、スズキが多く、その他は見かけませんでした。
価格は日本の２倍だそうです。マキコさんが個人
で所有されているクルマの中にレクサスが有りま
したが、バリ島では1台しかなく価格は日本円で
2,300万円だそうです。壊れるとなかなか部品が
届かない、その間乗れないので困ると話されてい
ました。マキコさんの自宅に案内されましたが、敷
地面積3,000坪の中に立っています。立派なもの
でした、お手伝いさんが10人いるとの事でした。今
回のバリ島での贈呈式は強行スケジュールの下で
行いましたが、得る物も多く大変有意義な時間を
過ごす事が出来ました。

田中　良幸　様　インフォメーション
外交ジャーナリスト・作家「手嶋龍一 トークライブ」
～いま考える若泉敬の功績～

日　時：4月24日19時～
場　所：県民ホール（アオッサ８F）
入場料：3,000円
川手さんにチケットを預け
ておりますので、皆様のご
来場をお待ちしています。

㈱メディディア医療デザイン研究所代表取締役
看護師 救急救命士 保育士 福祉住環境コーディネーター

田　中　良　幸　様

「未定」　
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本日の卓話に期待して

地区大会参加ありがとうございました。山本様よろしくお願いいたします。

地区大会お疲れ様でした

先日の地区大会楽しかったです。お世話下さった担当の方々にお礼申し上げます。

山本様をお迎えして

地区大会お疲れ様でした。　卓話楽しみに

ニコニコ委員長のよびかけに応じて

卓話に期待して

山本様、達川様　ようこそ。卓話、演奏を楽しみに

山本様、達川様の演奏と卓話を楽しみに

　〃

早退します

小計 ￥       29,000　　
累計 ￥  1,107,000

にこにこＢＯＸ報告

日本事務局からのお知らせ
2018年４月のレートは、1ドル＝104円です
（4月レート適用は、4月1日（日）以降に弊局口座へ着金対象）

編集：クラブ広報委員会

テーマ卓話

大島　恒彦　会員
酒井　芳則　会員
梅田　吉臣　会員
笹尾　昌敬　会員
帰山　明朗　会員
窪田　健一　会員
幸道　森市　会員
深見　泰和　会員
大橋　良史　会員
吉田　俊博　会員
野呂　和夫　会員
齋藤 多久馬   会員

川手　博明　幹事
　2月の大雪の時に、国際交流座談会を企画してい
ましたが、中止となりフォーラムが宙に浮いていた状
態でしたが、先日理事会の時に話し合い、各ロータリ
アンの社訓等を集めて、ロータリーとの整合性を見
るのはどうか、目指すものは何か、についてフォーラ

ムに銘打ちたいと思います。5月・6月の所で日程を組みたいと思いますので、
よろしくお願いします。

concerto㈱
山  本    晴  香　様 「福井を日本のウィーンに！」　

　遅れておりました、第2回家庭会合のテーマが、「RCの委員会活動につい
て」とします。一つのベクトルとしたいと思いますので、各家庭班リーダー・サ
ブリーダー中心に日程調整お願いします。また、旧北クラブさんで第4班を組
みますので、よろしくお願いします。
　合併協議会から、調印式までの流れの中で、旧北RCの皆様と存続していく
事業について話し合いをした結果、尼崎東RCとの姉妹クラブ提携という項目
があります。先般、向こうの幹事さんと話させていただき、私・牧野副幹事・出
来れば梅田さん・増永さんの4人で5月9日(水)の例会にお邪魔して、姉妹クラ
ブの提携について話したいと思っております。尼崎東さんは、新年度に入った
ら姉妹クラブ締結をしたいとの意向があるとのことです。

　山本　春香　様
　本日は、「福井を日本のウィーンに！」というタイト
ルで話しさせていただきます。
私はフルートの演奏家です。この画像のフルートも
部品に鯖江RCの吉田さんが作ったものが使われて
いると思います。

　プロフィール：鯖江市惜陰小学校、鯖江中学校、仁愛高等学校、国立音楽
大学を卒業しました。その間、県内外のみならず、国際コンクールでも賞を
いただきました。「福井を日本のウィーンに！」というのは、特に鯖江市には素
晴らしい音楽指導者がおられ、小学校から吹奏楽部がある、これは、全国的
に見ても大変珍しい事です。私は国立音大を出て2年程小学校の音楽教師
をしていましたが、小学校から楽器を触ることが出来る、慣れ親しむことが
出来るということは、素晴らしい環境だと思います。それから、習い事に音楽
関係を考える家庭が多いこと、世界的にも認められている「ハーモニーホー
ルふくい」（世界で素晴らしいホール25選：日本ではここだけ）があること。
つまり、福井には音楽の都になる素質があるということです。その為には、県
民の皆さんが幼少期から生演奏でクラシックに触れること、楽器に触れる体
験をすること、生活の一部として音楽を楽しむこと、たまにおめかしをしてハ
ーモニーホールに出かける姿を子ども達に見せることで、自然と子ども達の
中に音楽に対する憧れ等が育つと思います。
　私どもの会社「Concerto（コンチェルト）株式会社」は、クラシックの演奏家
をいろんな所に出張させて、演奏します。音楽家を育てながら演奏に携わる
仕事を提供し、経済的に自立できる環境づくりを目指したり、コンサート等の
企画を通し、ホールだけでなく、皆様のところまで出向いて、音楽を楽しんで
もらう習慣を広めることで、演奏家としての仕事の増加につなげる取り組み
を進めています。
　弊社の演奏家は、様々な専門分野の演奏家が所属していて、フルート、マ
リンバ、バイオリン、声楽、ピアノ等、経歴が豊富な者のみが加入できるよう
に、面接・オーディションを行って、メンバー選出をしております。今日一緒に
来ております達川なつみは坂井市出身ですが、東京の音大卒業後フランス
パリで2年間勉強して地元に戻り、弊社で活躍しております。こういう経歴豊

富な人材が弊社にはたくさん揃っております。
　いろんなグループに分けられておりまして、「コパ」は、いろんな楽器の組
み合わせで演奏するグループです。「パンドール」は、私と達川の同級生コン
ビのフルートディオです。また、今年結成しました「玉響（タマユラ）」は、琴・
ピアノ・フルートで、和・洋の組み合わせとなっております。琴の人は、名古屋
音大に行っておりました鯖江出身の「後藤れな」が、Concertoが出来たのな
らと鯖江に戻ってきてくれたので一緒に活動しております。
　私が東京から拠点を移してこちらに来て感じたことは、演奏依頼の数が
本当に少ない、演奏だけでは食べていけないということです。弊社は演奏家
が自立できる環境を作るという目標があり、演奏にかかわること、指導は勿
論、音楽に関する仕事だけで食べていこうという方が揃っています。そういう
活動をしていたら、仕事が増えて増えて独立した子もおります。「思い出」が
必要なところは音楽が必要です。そして、私達演奏家の出番です。前回、新年
例会に呼んでいただいた時は、歌とフルートとハープの組み合わせでさせて
いただきました。「特別の日」「お祝いの式」「プロポーズをする時」「大切な人
をもてなしたい時」「大きなイベント」等で生演奏が使われると、かなり格式が
上がります。こういう時に演奏が欲しいなと思われましたら、私どもの事を思
い出してください。場にふさわしい演奏家をすぐに派遣させていただきます。
　また、いろんな企画を作っておりまして、0歳～7歳までのお子さんを対象と
した「育耳ファミリーコンサート」は、レストランや公民館で行われています。
福井県は教育熱心な方がすごく多いので、キャンセル待ちが出るくらい大人
気の企画です。0歳～7歳のお子さんに生演奏でクラシックを聴かせると、右
脳細胞が発達して賢い子に成長する確率が上がるという脳学者の学説が発

表されたこともありまして、特に力を入れて活動して
います。そういうものを福利厚生費で会社のロビー
でしたり、昼休みにお子さんと一緒に聞いたりとか、
色々提案させていただいております。また、親孝行企
画「出張昭和歌謡コンサート」は大人気で「フォレス
タ」というグループは2日でチケット完売となります。

演奏曲：「真っ赤な太陽」　「夏の思い出」
とても癒された一時でした。　Concerto㈱　山本様ありがとうございました。

幹　事　報　告

委　員　会　報　告
佐野　直美　親睦委員長
　本日皆様の所にFAX等届くと思いますが、
5月20日の親睦バーベキューのご案内です。
会場：スキージャム勝山（入浴・散策自由・ドッグラン
）集合：9：20鯖江商工会議所(バス)9：30同出発
　締切り：5/11(金)　

＊犬を連れてご利用の方はキャリーバックに入れて、バスにご乗車いた
だくか、マイカーでご参加ください。皆様のご参加をお待ちしています。

次年度　インフォメーション
牧野　友美　副幹事
　15日に地区協議会がございますので、どうかよ
ろしくお願いします。今まで次年度委員長さんに
抱負等お願いしておりますが、7名の方からいた
だきました。ありがとうございました。
　5月には印刷に入りたいと思いますので、まだ提

出されていない次年度委員長は、どうかよろしくお願いします。


