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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」

開 会 点 鐘

四 つ の テ ス ト

ロ ー タ リ ー ソ ン グ

僕のRC、私のRC、みんなのRC

会 長 の 時 間

幹 事 報 告 等

閉 会 点 鍾

鯖江商工会議所３階中ホール

できることから始めてみましょう

出席率69.7％
注：5月4日（金）は休会です
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例会報告

第2846回
   5/11(金) 5月第2例会

点鐘：12:30点鐘：12:30

 会 長 の 時 間

  大島  恒彦    会長
　明日からゴールデンウ
イークが始まりまして、イ
ンターネットに載っていた
ある調査によりますと、今
年の日数は最大で9連休、

一番多いのは暦通りの5連休、次は7日間でした。
　予定が決まっていますかの問いに、47％の人が
全く決まっていないという回答でした。男性でこの
ような答えを言う人は、終日自宅でゴロゴロテレビ
を見ながら過ごすんでしょうね、そう言う私も自宅
でゴロゴロしながらテレビを見ているので、気持ち
がとてもよくわかります。女性は、掃除などの家事
をする、DVDで映画を見る、本を読むなどが上位
を占めていました。予定が決まっている方は、ショ
ッピング1位30％程、外食2位25％等、近場での外
出が上位を占めているようです。
　旅行をされる方も結構おられまして、国内旅行
泊りがけは20％、日帰り旅行10％、海外旅行2.4
％となっております。この調査を見てみると、景気
はそんなに回復していないんじゃないかと思われ
ます。一方、休暇が取れないという方もかなりの数
がおられます。

卓話

会 長 挨 拶

卓話卓話

テーマ

ロータリーソング

「我らの生業」

瀧谷えみ子ソングリーダー

点鐘：12:30

僕のRC,私のRC,みんなのRC
笹尾　昌敬　会員
　鯖江北RCの25周年
記念大会後に父と交代
で入会しました。RCは、
奉仕というよりは、自分
の職業を普段通り正直

テーマ テーマ

田　中　良　幸　様

「新 近松ものがたり ～
近松門左衛門が生まれ育ったまちさばえ」　「朝鮮半島非核化の罠」　

バー・ステーション店主

林 哲治  様・丹羽 陽祐  様
さばえ近松倶楽部 代表        鯖江市 教育委員会 文化課

「北陸の民謡（仮題）」

福   岡　賢   二 　様
越中おわら愛好会 代表

メジャードナー表彰

ポール・ハリス・フェロー表彰

齋藤　多久馬　会員

齋藤　多久馬　会員

瀧ヶ花　秀晃　会員

佐野　　直美　会員

にやっていれば、それがRC活動だと思ってやっ
ております。社会奉仕のようなことはやっていな
いので心苦しいですが、自分の職業をしっかりや
っていくという事を頑張っていこうと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

　ゴールデンウイークというのは、映画の業界用
語でして、ある民間企業の商標に使われている関
係で、NHKや新聞などではゴールデンウイークと
いう言葉を使わずに大型連休といっております。
大型連休で福井県の人気スポットナンバーワンは
勝山の「恐竜博物館」かなと、私は思っていました
が違いまして、「西山のつつじ祭り」だそうです。何
で人気があるのかは、入場料を取らないからだそ
うです。時期は違いますが武生の菊人形も昨年か
ら入場料を取らなくなりました。来館者が増えたか
どうかは調査しておりません。
　連休中はどこへ行っても人がいっぱいいますし
渋滞もしますので、よく考えたら家でゴロゴロが一
番良いのかもしれません。私もゴロゴロ派なので、
皆さんにもゴロゴロを提案させていただきます。

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)
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1.田中様の卓話に期待して
2.新緑が大変美しい季節になりました。
3.ポールハリスフェローを頂いて
4.早退します
5.遅刻しました
6.つつじが咲き美しくなっています

小計 ￥       26,000　　
累計 ￥  1,151,000

にこにこＢＯＸ報告

日本事務局からのお知らせ
2018年5月のレートは、1ドル＝108円です
（5月レート適用は、5月1日（日）以降に弊局口座へ着金対象）
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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
岩尾　顕治    会員
齋藤 多久馬   会員
大橋　良史　会員
窪田　健一　会員

バー・ステーション店主

田　中　良　幸　様 「朝鮮半島非核化の罠」　

小部　隆充　会員
瀧ヶ花 秀晃　会員
岡本　圭子    会員
牧野　友美　会員
馬場　一彦　会員
増永　英彦　会員

　安米朝首脳会談の議題 
 　韓国の文在寅（ムン・ジェイン）大統領、北朝鮮の金
正恩（キム・ジョンウン）朝鮮労働党委員長で行われる
南北首脳会談は、2000年の金大中（キム・デジュン）
＆金正日（キム・ジョンイル）、2007 年の盧武鉉（ノ・ム
ヒョン）＆金正日（キム・ジョンイル）の会談に続いて3
回目です。 韓国政府は「米朝首脳会談の事前会談」と

いう位置付けで、6 月初旬までの開催が予定されている米朝首脳会談の土台づ
くりと位置付けられています。文氏は午後に両首脳が署名する見通しの合意文
書で、正恩 氏の非核化に取り組む意志を明記したい考えです。会談に先立つ4
月20日：北朝鮮は「北部の核実験場の廃棄」、「核実験の中止」、「大陸間弾道ミ
サイル（ICBM）発射実験の中止」を宣言。  これを受けて4月25日、安倍首相と文
在寅大統領が電話会談を行い、「終戦宣言」に関して、 「最低でも南北と米国の3
者による合意が必要だ」という認識で一致しました。しかし、休戦協定には国連
軍総司令官、中国人民志願軍の総司令官、朝鮮人民軍の最高司令官の3者が署
名しているため、中国を排除するのは難しい現状です。 
 　今後の動き 
 　文大統領の非核化の先にあるのは南北統一です。2007年の第2回南北首脳
会談で締結された「10.4 宣言」は冒頭で「民族同士の精神にのっとり、統一問題
を自主的に解決していく」と書いています。この宣言作りを主導したのが、当時の
盧武鉉大統領の秘書だった文氏です。文氏はこの時、南北会談推進委員長も務
めていました。 南北統一実現のためには、朝鮮半島問題に対するアメリカの影
響力を排除することが不可欠です。そこで南北は手始めに、米朝会談の成果を
米国のトランプ政権の手柄にしようと躍起です。その結果として、「平和協定」、
「非核化」に繋がり、米朝会談で実際に発表されれば、トランプ政権が歴史に名
を残すことが可能です。初の米朝会談実現とその成功に浮かれたトランプ政権
の、朝鮮半島への関心を失わせることで、 南北は統一へ向けたシナリオを進め
やすくなります。 「非核化」までの時間が必要なのは誰にでも解るため、北朝鮮
への制裁解除が始まります。北に対する援助も可能となります。韓国は制裁で禁
じている開城（ケソン）工業団地の操業を再開させ、北朝鮮経済に自力を付ける
機会を与えることで、韓国の若者世代に根強い「統一した際の韓国の経済負担」
への不満を緩和できます。一方、北朝鮮は、経済制裁が緩み、制裁前の水準のコ
メ支援が再開されれば、平壌首都圏の軍や党幹部の胃袋を安定的に満たすこと
が可能となります。今回の緊張緩和が「北の時間稼ぎ」という見方はなお 根強い
ですが、時間稼ぎをしたいのは、本気で南北統一に踏み出したい文政権も同じ
です。時間を稼げれば、その間に南北間の経済活動が活発になり、統一の青写
真は単なる青写真でなくなります。 
 　この後の米朝首脳会談 
 　トランプ米大統領と北朝鮮の金正恩・朝鮮労働党委員長による初の米朝首
脳会談は、いまだ開催の日時や場所といった基本的な要素は確定していません。
トランプ大統領は、会談は５月下旬か６月に実施されると語る一方で、望ましい
結果が得られそうもないと判断したら、会談をキャンセルすることもあり得ると発
言しています。トランプ政権は4月22日、米国が譲歩するには「まず北朝鮮による
大幅な核プログラムの解体が必要」になるとの認識を示しました。トランプ政権
はまた、北朝鮮に対して「完全かつ検証可能で、不可逆的な非核化」を求めると
しています。次期国務長官に指名されたポンペオ中央情報局（CIA）長官は、先日
の上院外交委員会の指名公聴会に先立って北朝鮮を訪問、金委員長と秘密会
談を行いました。帰国後の公聴会では、「米朝首脳会談では北朝鮮指導部に対
して、米国を核兵器のリスクにさらすことから手を引かせるような合意」をめざし
ていますと述べ、北朝鮮から外交的結果を引き出す軌道に乗ることを楽観視し
ていると述べました。 しかし、一方でこのポンペオ氏の発言は、トランプ大統領

が北朝鮮に対してＩＣＢＭについての早期合意を優先し、同盟国を脅かす短
距離ミサイルの問題は棚上げにするのではないかとの懸念を日本と韓国に植え
付けました。 北朝鮮は過去の合意で、核拡散防止条約（NPT）に復帰し、 国際原
子力機関（IAEA）の査察官受け入れにも合意していましたが、それを反故にして
います。今回の交渉では、北朝鮮の核の主力施設である寧辺（ヨンビョン）の原子
炉で行われている核開発の活動、豊渓里（プンゲリ）の核実験場の廃棄について 
も証拠を求める方針です。 北朝鮮が米国に求めているのは、「自国経済を締め
付けている国際制裁の解除」、「兵器開発を放棄する見返りとして、重油や代替
の原子炉を含む支援に加え、攻撃や侵略しないとする米国の誓約」、 「1953年
の朝鮮戦争の停戦協定に代わる平和条約の締結」です。 
 　日本にとって厳しい朝鮮半島の非核化の議論 
 　北朝鮮がいうところの「朝鮮半島の非核化」とは、北朝鮮が一方的に核を手放
すという意味ではなく、同時に朝鮮半島を被っている米国の「核の傘」もなくすこ
と。つまり、米国が何かをしてくれるから、その見返りとして北朝鮮が核を手放す
といった話ではありません。北朝鮮のいうところの「朝鮮半島の非核化」を実現し
ようとすれば、当然ながら核を持ち込む可能性のある在韓米軍の、半島からの撤
退を実現させなくてはならなくなります（元々、米軍が残っていること自体が休戦
協定違反）。つまり、北の核というカードを使い、朝鮮半島に対する米国の関与を
排除することを目的にした動き。そして、それは中国が最も望むところです。そう
なれば、中国を背景にして北が南を呑み込もうとする動きが加速します。南北統
一による経済的な混乱も、中国の財力でカバーできるので（中国は統一朝鮮に
恩が売れる）、その場合、日本が経済援助を通じた影響力を行使できなくなる可
能性まで出てきます。米国は自国に対する直接的な
脅威が消えた段階で、交渉の主役が南北会話に移れ
ば、日本に対する北の、あるいは統一朝鮮の軍事的
な脅威は少しも減りません。つまり、日本だけが取り
残される事態に陥ります。最悪は北の核が統一朝鮮
に引き継がれることです。 

 　朝鮮戦争（1950年6月25日～1953年7月27日）の休戦協定  
 ・名称は「朝鮮における軍事休戦に関する一方国連軍司令部総司令官と他方朝
鮮人民軍最高司令官及び 中国志願軍司令との間の協定」 
 ・署名が行われたのは1953年7月27日。板門店で、国連軍側首席代表のハリソ
ン米陸軍中将、中国・北 韓軍側首席代表の南日大将（北韓軍総参謀長）が署名
した他、クラーク国連軍総司令官が汶山（ムンサ ン）で、金日成朝鮮人民軍の最
高司令官が平壌（ピョンヤン）で、彭徳懐中国人民志願軍総司令官が開 城（ケソ
ン）で、それぞれ最終署名している。 
・韓国軍は国連軍の中に組み込まれていたから、署名者の中には入っていない。
当時の韓国の李承晩（イ・ スンマン）大統領は「休戦は国土の分断と同義語だ」
として休戦に強硬に執拗に抵抗したことはよく知 られているが、李大統領は
1950年７月14日、総崩れ状態にあった韓国軍を建て直し、国土防衛にあた る
ため、臨時首都の大田で駐韓米国大使を通じて韓国軍の作戦指揮権を国連軍
総司令官（マッカーサー 元帥）に委譲しており（＝大田協定）、韓国軍は既に国
連軍司令部の指揮下にあった。 
 ・協定の第4条60節では「休戦協定締結後3ヵ月以内に朝鮮半島に駐留する全
ての第3国の全ての軍隊は 朝鮮半島から撤退すること」と書かれているが、アメ
リカはそれを無視、その後、韓国との間で「米韓 相互防衛条約」(米韓軍事条約)
を締結している。そこには「米軍は（永遠に）朝鮮半島から撤退しない」 という趣
旨のことが書いてあり、完全に相矛盾する条約に米韓は署名したことになる。北
朝鮮と中国が ずっと「アメリカは休戦協定違反だ」と主張してきたのはこのため。 

委　員　会　報　告

次年度　インフォメーション
牧野　友美　副幹事
　4月28日（土）に次年度委員長会議を開催いた
します。始めに次年度予算案を見ていただき、忌
憚のない意見を交換していただけますようよろし
くお願いいたします。

川手　博明　幹事
　次週の5月4日は、祝日の為例会はお休みです。
次回のは5月11日となりますのでお間違いの無い
ようよろしくお願いいたします。
　5月1日より、クールビズとなります。次回例会か
らとなりますのでよろしくお願いいたします。

等身大のニュース解説「ニウスな夜」 


