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市   橋　友   見    様

会　長　挨　拶
酒井　芳則　会長
　来週９月７日は、今
年６月に姉妹締結いた
しました尼崎東ロータ
リークラブ会員６名が
親善と親睦を含め訪問

されます。元鯖江北ロータリークラブにおいて
平成８年９月に近松門左衛門を絆として、ロ
ータリーの基本方針に基づき、親睦と交流を
深め、国際ロータリークラブの発展に貢献す
ることを目的として、全会員相互賛同を得て
締結されました。当クラブも同様に引き継ぎ
締結いたしましたが、今後の交流の仕方等皆

委　員　会　報　告で話し合いたいと思いますので、例会終了後
の懇談会には、会員の皆様のご参加をお願い
いたします。又、午後６時よりシテイホテルホ
テルにて懇親会を行いますので、こちらの登
録もお願いします。
　２７日・２８日と「発達障害児支援スポー
ツ吹き矢体験」と「特別支援学級の子ども達に
ついての学習会」にご参加いただきありがと
うございました。
また２８日午後４時から鳥羽小学校におい
て、鯖江市育友会（市内小中学校、特別支援
学級の児童生徒・その保護者・教員の会）の
皆様に、鯖江ロータリークラブ・鯖江ライオン
ズクラブ・鯖江王山ライオンズクラブの協賛と
して「吹き矢道具１式」を贈らせていただきま
した。これらは、小学校１２校・中学校３校に
１式づつ配布され、今後の学校教育の一助と
して活動される予定です。又、各学校での「吹
き矢の大会」も計画されているようです。会員
の皆様ありがとうございました。９月８日の大
会には是非参加出席お願いします。終了後は
反省懇談会を持ちたいと思います。
　ロ-タリークラブの例会は皆さんの息抜きの
時間です。業務のために緊張した心も体もリラ
ックスし豊かな心を持ち、童心に帰りましょう。
あなたにはそれぞれの役割が有りますが、ロ
ータリーの理念のもと、社会活動や職業奉仕
と活動を推進してください。日々お忙しいとは
存じますが、ロータリー及びアクトクラブの活
動にご尽力いただきますようお願いいたしま
す。

注：9月7日の会場は、4階大ホールです！

 瀧ヶ花　秀晃
　青少年奉仕委員長
　８月２８日・２９日
の両日の吹き矢体験を
無事に終了できました。
参加していただいた皆

さん、たいへんありがとうございました。９月８
日の本番に向けて、とても良い準備ができたと
思います。
　９月８日（土）の本番は、「ふくい幸せ元気
国体２０１８」のデモンストレーションスポー
ツという事で開催されます。我々ＲＣは午前中
の部に対する協力となります。８：３０集合で
お願いします。
１２：００頃終了し、その後に反省会を予定し
ておりますので、是非とも参加の方をよろしく
お願いします。
　９月９日（日）はアクトの日で、今回は「朝倉
氏遺跡の清掃」です。８：３０受付、９：００点
鐘、１１：３０終了予定です。こちらも登録を
よろしくお願いします。

　６０周年実行委員会
　幸道　森市　委員長
クラブ管理の方で、６０
周年実行委員会の委員
を決めさせていただい
て、前回の理事会で承

認されました。お名前を申し上げます。
　小部委員、瀧谷委員、佐野委員、吉田委員、
桑原委員、岩尾委員、笹尾委員、酒井会長、清
水次年度会長です。後日、ご案内にて第１回
実行委員会を開催いたします。ご協力の程を
よろしくお願いします。

尼崎東ロータリークラブの皆様
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にこにこＢＯＸ報告

日本事務局からのお知らせ
2018年９月のレートは、1ドル＝112円です
（９月レート適用は、９月１日（土）以降に弊局口座へ着金対象）

ニコニコ発表
深見　泰和
ニコニコ

副委員長

編集：会報・ホームページ委員会

テーマ卓話
福井新聞社編集局社会部主任

堀　英   彦　様 「北朝鮮拉致問題」

　卓話者紹介
　　吉田　俊博　プログラム委員長
　本日の卓話者は、福井新聞社編集局社
会部主任 堀  英彦 様です。
　堀様は、福井新聞に１９９９年に入社
され、その後２００３年から３年間小浜

支社に勤務されました。当時は拉致問題担当をされていて、２
００４年の地村さん夫妻の子どもの帰国などの取材にあたっ
ておられました。経済部、政治部を経てられ、現在は社会部主任
でございます。そして、再び拉致問題を担当しておられます。

　福井新聞社編集局社会部主任
　　 堀  英彦 様
　小浜市の地村保志さん、富貴恵さんが
拉致されたのは１９７８年７月の夜で、
当時、ともに２３歳でした。その日は七夕
で2人はその年の１１月に結婚することが

決まっていました。2人は４人の男にゴムボートに乗せられ、次
にエンジン付きボート、そして母船に乗り継ぎ、翌日夕方に北朝
鮮に到着しました。保志さんは、北朝鮮では工作員に日本語を
教えていました。途中からは日本の新聞や雑誌の翻訳をしてい
ました。
　日本では地村さんらの事案は失踪事件として認識されていま
したが、大韓航空機爆破事件の翌年の１９８８年、当時の国
家公安委員長が国会答弁で「北朝鮮による拉致の疑いが濃厚」
と答弁しました。しかし多くのマスコミはこの答弁を無視してい
ました。
９０年には自民党の金丸信副総裁らが訪朝しましたが、拉致

問題の話は一切出ることがありませんでした。そして２００２
年、小泉純一郎元首相が訪朝し首脳会談がありました。金正日
氏は拉致を認め謝罪しました。そして地村さん夫妻ら５人の帰
国が実現しました。しかし政府認定の拉致被害者は１７人おら
れるとされていて、まだ多くの日本人が北
朝鮮に残されている可能性があるという
事です。
　今年６月、史上初の米朝首脳会談が行
われました。昨年１１月ごろまで核実験
やミサイル発射実験をやってきた国が、
急に首脳会談を求めてきたのです。理由の一つには「米国の軍
事制裁圧力」があるとみられます。昨年９月、米国防総省はＢ１
戦略爆撃機が半島の北を飛行したとマスコミ発表しました。こ
の事実を北朝鮮はまったく把握していなかったとみられ、北朝
鮮では激震が走ったとされています。また、トランプ政権の大統
領補佐官には、強硬派で空爆支持者として知られるボルトン氏
が就きました。これは北朝鮮にとって大きなプレッシャーになっ
ています。
　首脳会談の共同声明で、金正恩氏は朝鮮半島の完全非核化を
約束しました。ただ多くの識者は、見誤ってはいけないと警鐘を鳴
らしています。北朝鮮は金正日体制下のとき、国際社会から軽水炉
の提供を受けながら、実際にはウラン濃縮計画を進めていました。
金正恩体制でも、ミサイル発射凍結で米国と合意しながら、人工衛
星打ち上げと称して、長距離弾道ミサイルを発射しました。
つまり米朝の歴史は裏切りの連続なのです。米朝を中心とする国
際情勢、それにどう拉致問題が絡んでいくのか、日朝首脳会談はあ
るのかなど、今後も注意深く見守っていく必要があります。

幹　事　報　告
牧野　友美　幹事
　２７日・２８日の吹き矢の事業はお疲れ
様でした。９月８日の本番も、よろしくお願
いします。
　９月７日の９月第１例会での尼崎東Ｒ

Ｃから６名の方がお見えになります。スケジュールが決定しました
ので、お知らせいたします。例会を１２：３０から１３：３０まで
４階大ホールにて行います。終了後に２階の役員室にて懇談会、
１４：３０から市内案内、１８：００～２０：００鯖江シティホテ
ルにて懇談会、２０：４３のサンダーバードで帰られます。

　

酒井　芳則　会員
牧野　友美　会員
齋藤 多久馬   会員
窪田　健一　会員
吉田　俊博　会員
深見　泰和　会員
増永　英彦　会員

小計 ￥    19,000　　
累計 ￥ 338,000

スポーツ吹き矢に参加いただきありがとうございます。福井新聞編集局の堀英彦氏の卓話を楽しみに

吹き矢事業お疲れ様でした。本番よろしくお願いします。卓話を楽しみに

卓話を楽しみに

　〃

　〃

　〃

遅刻すみません

懇親会等の詳しいご案内は、別途メール等でお送りしますので、ご
登録よろしくお願いいたします。
　ＩＭへの登録・参加依頼が来ております。インフォメーションの所
に申し込み書を置きましたので、参加登録のご協力をお願いします。
　福井城址の坤櫓（ひつじさるやぐら）の土塀の復元に関す
る署名用紙をコピーさせて戴き、ご紹介させて戴きますので、
ご賛同される方はお持ち帰りいただき、用紙に記入の上事務
局へ提出してくださればと思います。
　最後に、例会終了後事務局に於いて「スポーツ吹き矢」に
ロータリーマークの貼り付け作業を行います。どうぞ皆さん
のご協力をお願いします。


