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

武生府中ＲＣ(越前たけふ農協会館)
勝山ＲＣ(勝山市民活動センタ－) 大野ＲＣ(大野商工会議所会館) Ｌ 敦賀西ＲＣ(ニュ－サンピア敦賀)
武生ＲＣ(武生商工会館) 敦賀ＲＣ(福井銀行敦賀支店)

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) 金曜日 福井あじさいＲＣ(ﾎﾃﾙﾘﾊﾞ-ｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ)木曜日 福井ＲＣ(ユア－ズホテル福井)

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-)
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) 福井西ＲＣ(ﾊﾞ-ﾄﾞｸﾞﾘ-ﾝﾎﾃﾙ･ﾚｼﾞ-ﾅ)Ｌ 福井水仙ＲＣ(福井パレスホテル)

三国ＲＣ(三国観光ホテル)

鯖江ロータリークラブＲＩ第2650地区
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会　長　酒 井　芳 則

鯖江ロータリークラブ会長方針 

鯖江商工会議所３階中ホール
出席率66.6％

2018-19年度  国際ロータリーテーマ

インスピレーションに
なろう

2018-19年度  第2650地区スローガン

ロータリーを学び、実践し、
　　　発信しよう；Enjoy Rotary
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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　挨　拶
酒井　芳則　会長
　先日「7つの会議」と
いう映画を見ました。あ
る企業が製品の不正改
ざんを行い業績を上げ
ていくストーリーで、内

部告発がありまして、まるで現実のようなもの
でありました。

桑原　重之
　ソング委員長

委　員　会　報　告

「R-O-T-A-R-Y」

ロータリーソング
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テーマ
㈱石本石材　代表取締役社長

石  本 　浩　 様

「お墓を通した世界観」
福井県眼鏡工業組合理事長

小 松 原   一 身　様

テーマ

卓話
㈱丸正　代表取締役社長

小  淵 　洋治　 会員
「めがねのまち さばえの未来について」「ロータリーについて」

佐野直美　出席委員長
　本日は、28名の出席数
で、70％の出席率となっ
ております。この調子で来
週からも出席率が高く続
きますようお願いします。

　さて、石井啓一国土交通省は19日の閣議後
の記者会見で、賃貸しアパート大手・レオパレ
ス21の施工不良について、173の自治体が
1895棟（1月末時点）を建築基準法違反と認
定したと発表しました。
　【レオパレス21には、今月新たに発覚した施
工不良の原因究明の結果を1ヶ月以内に報告
するよう求めた。又、再発防止のための有識者
検討委員会を近く設置する方針も示した。同
法違反と認定されたのは、同社が昨年4月以
降に自己公表した、天井裏などの界壁（かい
へき＝各住戸間の仕切り壁）が未設置だった
ケース。同社は今月新たに1324棟で天井や
外壁が防火性能などを満たしていない施工不
良があったと公表しており、最大1万4千人超
の入居者が転居を迫られる事態となっている。
同社によると、建築基準法が規定する耐火基
準に反し、外壁の内部にグラスウールを挟む
べきなのに発泡ウレタンを詰めた。(925棟）
天井材を二重に貼るべきところを1重にした。
（641棟）・・・などの施工不良があった。また、
部屋間の仕切り壁（界壁）に同法の仕様と異な
る材料を使い、遮音性能を満たしていなかっ
た(771棟）。国土交通省は、問題の物件がある
都府県等に対し、同法の違反状況の確認と、
同社による今後の改修が仕様に合ったものに
なるかの確認をするよう要請した。同省担当

者は「規格外の材料を使っており、耐火性があ
るとは言えない状態だ」と問題物件の危険性を
指摘する。レオパレス21が昨年公表した天井
裏の界壁が未設置であることについて、今も確
認作業を続けている。行政担当者は「施工不良
物件は、いずれも天井裏や床下の点検口が設
置されていない。目視できる部分が限られてお
り、写真で確認したとみられるが、写真に問題
がなければ、検査済証を交付せざるを得ない」
と言い訳をされた。】
　官僚が大企業に甘い体質は直りません。施
工不良は施工者に責任を求めますが、添付写
真など当時の完了検査関係書類の保存期限は
5年の為、関係資料の確認は困難とみられると
逃げます。氷山の一角は続きます。不正の鉾先
は零細企業に厳しく来ます。大企業や官僚にや
さしい日本を直せないでしょうか。
　大企業の規格外不正はいつまで、大企業の
不正はいつまで続くのでしょうか。
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石本　浩　　様

酒井　芳則　会員

牧野　友美　会員

大橋　良史　会員

吉田　俊博　会員

佐野　直美　会員

窪田　健一　会員

岩尾　顕治　会員

酒井　優嘉　会員

孝久　治宏　会員

テーマ

編集：会報・ホームページ委員会

ご　会　葬　御　礼

幹　事　報　告

卓話
㈱石本石材　代表取締役社長

石  本 　浩　 様 「お墓を通した世界観」

牧野　友美　幹事
　ロータリー手帳購入希望の方は、事務局まで
お知らせください。締め切りは2月22日です。
　地区大会の登録料を集めます。出席の方は
会計コーナーまでお願いします。

　例会終了後、事務局に於いて「60周年実行委員会」を開催します
ので、委員の方はお集まりください。

全てに感謝して

石本様の卓話を楽しみに

家庭会合５班の方々お疲れ様でした。地区大会よろしくお願いします。卓話に期待して

石本様の卓話を楽しみに

〃

〃

〃

一昨日　３番目の孫が生まれました

いつもありがとうございます

勝手ながら早退します

講師紹介
吉田　俊博　プログラム委員長
　石本浩様のプロフィールをご紹介します。
定次町にあります(株)石本石材 代表取締役社
長をされております。昭和35年のお生まれで、
昭和46年創業でお父様が始められ、2代目を

継いでおられます。色んな経歴をお持ちで、ビックリしたのですけど、
霊苑の管理などの代表役員などなされて、メモリアルパーク酒匂浄
苑 管理・恵松霊苑 代表役員 ・岐勝愛山協同組合 北陸支部長（人材
派遣会社）・保護司・福井県就労支援事業者機構 理事など、社会的
貢献をされています。私とは、JCや商工会議所でご縁がございます。
お墓は方角等を見ていただけたり、宗教や発明等、多種多彩でござ
いますが、今日はお墓についてのお話を頂きます。

卓　話：石本　浩　様
テーマ：お墓を通した世界観
　私も含め社員が自信と誇り使命感を持って
接客や営業をするために何故お墓を建てると
良い事が起こるのかを徹底的に調査して、ご先
祖様が住む家(お墓)を建てるメリットを仕分け

整理した結果が、
　『お墓を建てると良いこと』
①真実：真実の歴史を残す証塔。
②親孝行：故人の人格美化。
③道徳観：家の秩序と子供の躾。
④連帯感：家族や親戚の絆。
⑤安心：主人の権威と尊敬。
⑥信頼：地域の信用と安定。
⑦繁栄：後継者が出来る。（会社に置き換えると家や家族が会社、子
供が社員、親戚や地域が取引先、主人を社長と置き換えて考えて見
て下さい。）で、弊社の錦の御旗になります。
　本日はロータリーの四つのテストにもあります、真実かどうか、
①真実：真実の歴史を残す証塔。についての話（権力者によって書物
は書替えられ、歴史は塗り替えられるが、墓は目に見えない霊魂があ
るから壊さないので、真実が残っている）と、
②④⑤⑥⑦霊魂は直接文句を言わないから、お墓の扱い方を見ると
人間性や国民性が解ると言う話をさせて頂きます。
　初めに少し珍しい石工事をご紹介します。

酒井雅憲　会員
　父、利廣の葬儀の際には、多数の方々にご会
葬いただきありがとうございました。また、過分
なるご香典、さらには、受付等のお手伝いをして
頂いて、重ねてお礼申し上げます。本当にありが
とうございました。

1994年イスラエルのヘブライ大学に坂村真民先生の『念ずれば花
ひらく』石碑の仕事をいたしました。1995年世界遺産アンコールワッ
ト修復は、早稲田大学にて修復作業をいたしました。2003年ドイツ
ハンブルグ大聖恩寺に、宝塔を納品いたしま
した。2006年世界遺産ブッダガヤ大塔修復
は、学校を建てるので寄付してほしいという
事で、現地へ行って館長と仲良くなり、もっと
寄付して大塔修復してほしいと頼まれ、日本
人の石屋でこういう事が好きなグループを連
れて、正面・裏面の大塔を修復しました。2008年世界遺産ボロブドゥ
ール修復は、石段を私がやりました。もしインドネシアに行きましたら、
ここら辺を石本がやったんだなと見ていただけたらと思います。
『徳川家康の影武者説』をお墓を通してご説明します。
　家康の長男と正室のお墓は曹洞宗ですが、先祖松平家のお墓の
戒名を見ますと禅定門で、元々浄土宗だったのを、家康が曹洞宗に
変えました。結城秀康（福井藩主）は次男で最初に曹洞宗のお寺を建
てたのに、家康の命令で浄土宗に改宗し、家康の死後何代か後に禅
宗に改宗していますから家康の影武者説が浮上するわけです。結城
秀康は、曹洞宗考顕寺→浄土宗浄光院（運正寺）→臨済宗大安禅寺
と、改葬されています。
　お墓には、納骨の墓・参り墓・供養塔の3種類あります。
『お墓で明治維新を見ると世界が見える』の話をさせて頂きます。
　タイの日本人墓地は、白いコンクリ-トの中に、日本人全員が入って
います。ミャンマーの首都ヤンゴンの日本人墓地は100年前、貧しい
娘を強制的に収容され、日本に帰れなく亡くなった娘たちのお墓が、
綺麗に管理されていることに感動しました。ウズベキスタン首都タシ
ケントのヤッカサライ墓地内の日本人墓地も感動しました。ウズベキ
スタン テルメスのカラテパ仏教寺院群にある2000年前のお寺はロ
ーマ風で仏像の顔は西洋人です。お墓に立てる蝋燭を調べにタジキ
スタンのペジケントまで行きました。インドのゾロアスター教の祭壇
へ行って、左義長や大文字のルーツであることに感激しました。カザ
フスタンのアルマトイにある日本人墓地は少し悲しいです。キルギス
は日本人墓地無し全員帰国という話に感動しました。ハバロフスク日
本人墓地は入口近くに広大な墓地で感動しました。ウラジオストクも
入口近くに広大な日本人墓地跡地で感動し、草刈と埋葬碑修復をし
てきました。
　お墓を通して新たな世界観のお役に立てれば幸いです。


