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出席率71.5％
鯖江商工会議所４階大ホール

奉　仕  の  理　想
口ずさむ程度にお歌いください。

点鐘：12:45

ロータリーソング

幹　事　報　告

ゲストの紹介と会長の時間

テーマ

卓話

帰山明朗　会長
　改めまして、今日
のゲスト・ビジターの
ご紹介をしたいと思
います。
　本日は、ガバナー
公式訪問前のクラブ
アッセンブリーを行
うという事で、ガバナ
ー補佐 小林和美様

にお越しいただいております。「鯖江こころの
電話」会長の畠山是信様に、ゲストとしておこ
しいただいております。畠山様には後程「孤独
と不安に寄り添い、孤立化を防ぐ」という事で
卓話を頂戴する予定です。

佐野　直美　幹事
　本日例会終了後、クラブアッ
センブリーを開催いたします。
　先週の例会時では、２階役
員室で行うと、席次表を添えて

ご案内しましたが、新型コロナウイルス蔓延の為、2階へ
は下りずに、小林ガバナー補佐をお迎えしてこの会場で
行います。例会終了後、各委員長の皆様はこの場にお残
りください。

鯖江こころの電話　会長　

畠　山　是　信　様

「孤独と不安に寄り添い、孤立化を防ぐ」 テーマ

卓話

注： 8月13日例会は休会です。

ガ  バ  ナ  ー  補  佐　挨  拶

テーマ

卓話
元福井テレビ解説委員

土　山　弥一郎　様

「鯖江のまちづくりと西山公園」 「写真展覧会を振り返って」
文化プログラム 写真家

水谷内　健　一　様

会　長　の　時　間

　本日は8月6日です。76年前
の午前8時15分、広島に原爆
が投下された「原爆の日」とさ
れている日であります。つい先
日「黒い雨訴訟」に関しての、

上告断念という国の方針がでましたが、76年経っても
こうした状況にあるという事であります。あの日を決して
忘れてはいけないと言われますが、そういった気分の
朝だと思います。皆様とともに祈りをささげ、平和に感
謝したいと思います。
　福井県では新型コロナウイルス感染患者が急増・急
拡大している現状であります。そのことに関して、今日
は残念なお知らせがあります。
　実は、来週13日はお盆休みをいただいて、その次の
週20日にはガバナーをお迎えして行う「ガバナー公式
訪問」の日であります。実は、3日前に電話がありまして
京都に「まん延防止等重点措置」が発布されたというこ
と、そしてまた、福井県内に於いても、福井県独自の「緊
急事態宣言」を発令するとの情報が入っています。県内
に於いても新型コロナウイルス蔓延状況を鑑みても、
地区のご判断の中で、「ガバナー公式訪問」が延期と決
まりました。地区担当者からは、10月以降年内に、中止
ではなく皆さんの顔を実際に見て、話もしたいとのご希
望ですので、再調整するところです。
　新型コロナウイルスの関係で、当たり前のことがそう
でない事が続いています。その中でも例会に於いて皆
様のお顔を見ることが出来た事に感謝申し上げると共
に、畠山さんに来ていただいて卓話をいただく、小林補
佐にも来ていただいて後程アッセンブリーを開催でき
る、一期一会の出会いや今日のこの時間に感謝申し上
げて、挨拶に代えさせていただきます。

誕生祝

ガバナー補佐　小林和美様
　皆さんこんにちは、今日は
クラブ協議会という事で、来
させて頂きました。せっかく
ですけれども、ガバナー公式

訪問が10月以降に延期となってしまいました。　
　2650地区96クラブある中で、京都府と滋賀県が
「まん延防止重点措置」となり、福井県自体も県独自
で出しております。この危機を皆で乗り越える為、ど
うか我慢していただきたい。
　番場ガバナーは、是非皆さんと直にお会いしたい
とおっしゃっていました。そして、画面を通してお会
いするのでは無く、直に皆さんと会って話がしたい
とおっしゃっていましたので、10月以降に直にお会
いできる日を作っていただいて、是非、公式訪問を
成功させたいと思います。
　今日のアッセンブリーをよろしくお願いいたしま
す。
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卓　話

にこにこＢＯＸ報告

ニコニコ箱報告
小淵　洋治
ニコニコ委員長

帰山　明朗　会員
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齋藤 多久馬   会員

桑原　重之　会員

野中　敏昭　会員

酒井　芳則　会員

梅田　吉臣　会員

小林ガバナー補佐　こころの電話畠山様をお迎えして

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

小林　和美  Ｇ補佐 公式訪問の延期のお願いをするなどご迷惑をおかけします 大島　恒彦　会員

大橋　良史　会員

野呂　和夫　会員

笹尾　昌敬　会員

岡本　圭子　会員

小淵　洋治　会員

窪田　健一　会員

吉田　俊博　会員

小林ガバナー補佐をお迎えして

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

畠山さまの卓話を楽しみに

本日は暑いところご苦労様です。畠山さんの卓話を楽しみに　小林ガバナー補佐よろしく！！

クラブアッセンブリー
鯖江こころの電話　会長　

畠　山　是　信　様
「孤独と不安に寄り添い、孤立化を防ぐ」

　クラブアッセンブリー　挨拶
ガバナー補佐　小林　和美　様
　令和元年12月に交通事故にあいまして、そ
の時「くも膜下出血」を起こし入院しました。こ
うして皆さんのお顔を元気に見る事ができて
大変嬉しく思います。

瀧ヶ花秀晃
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クラブアッセンブリー　講評
　ガバナー補佐　小林和美様
　「コロナ禍の最後には『奉仕の
理想』を声高らかに歌おう！とい
う意気込みが伝わりました。
　ワクチンも打っていない人、打

てない人もいらっしゃるので、マスクで活動しましょう。
　番場（ばんば）ガバナーとは10月か11月に会えますの
で、皆さん楽しみにしてお待ちください。

各委員会からの基本方針・活動方針発表

孝久　治宏　プログラム委員長
　本日の卓話者は「鯖江こころの電話」会長の畠山
是信様です。商工会議所と同じ本町３丁目の霊泉寺
住職で、以前は県に勤めておられ、また、区長として
もご指導賜った事もあります。
　テーマは、「孤独と不安に寄り添い、孤立化を防ぐ」
です。どうぞよろしくお願いします。
卓話者：畠山　是信　様
テーマ：「孤独と不安に寄り添い、孤立化を防ぐ」
　「鯖江こころの電話」は、悩みごと電話相談のボラ

ンティア団体です。昭和61年に設立され、「夢みらい館・さばえ」内に事務所を
置き、会員は現在26人です。また自殺防止大会や会員研修を実施しています。
事業実施について、鯖江市や鯖江ロータリークラブから助成をいただいてい
ます。
　相談の基本方針は、①孤独と不安で苦しむ人達の悩みを電話で傾聴するこ
と、②相談内容は悩みごと全般、③相談員は研修を受けたボランティア、④相
談者のプライバシーの厳守です。
　令和2年度は、受信件数950件（男22％・女78％）で、中高年が多い状況で
す。相談の上位3位は①精神（精神疾患・薬物・自殺）551件(45％)②保健（健
康保持・病気）238件（19％）③対人関係（職場・近隣・友人・知人など）105件
（9％）です。コロナ感染症に関する相談は「マスクが売っていない」「病院へ行
くとコロナにかからないか心配」、「コロナで会社の仕事が少なく、休みも多くな
った」「コロナで仕事もなく、体調不良である。親も入
院していて、貯金が底をつき手元に現金がない」「夫
の仕事がなくなり、生活が苦しい」「（国際結婚）妻が
本国へ帰ってしまったところ、コロナで日本に戻れな
くなってしまった」などがありました。
　相談の基本姿勢である「傾聴」とは、相手の話を相
手に共感しながら、受容的に聴くことです。「相手に共感しながら」というのは、
相手の思いや感情をひしひしと感じながら、親身になって聴くことです。「受容
的に聴く」とは、自分の意見や価値判断を横において、先ず相手の話を否定せ
ず、反論せずに、ありのままを受け入れて聴くことです。相手は、ありのままを受
け入れてもらえたことによって、満足感と安心感を得て、聞き手に対して好意や
信頼感を持ちます。
そのことによって、心がすっきりとし、元気や勇気が湧いてきます。
　人は皆、周りから愛されたい、認められたいという欲求があります。誰からも
愛されていない、認められていないと思い込むと、孤独と不安に陥り、社会から
孤立します。場合によっては「生きていることが辛い」「生きている価値がない」
と自ら命を絶つようになります。
　本会は、相談者の孤独と不安によりそうことによって、孤立化を防ぎ、相談者
が生きる元気と勇気を持ってくれることを願って、活動をしています。


