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本日配布のクラブ報告書に訂正がある。再度、チェック後、修正したものを配布する。

　社会においても、丁度いいバランスが大事なのは、周知の事実である。真面目で、堅くなりすぎても

面白みがなく、和はとても大事だが、親睦や交流ばかりしても中身がなく、本当の楽しみは感じない。

　窪田直前会長が「皆様のお蔭で、何とか無事

委員長方針発表

会長の時間

幹事報告等

　本日より、一年間、よろしくお願いしたい。

次週7月10日は、例会終了後、林田恒正ガバナー補佐によるクラブアセンブリーを予定

している。各委員長はじめ、入会３年未満の方全員の出席をお願いしたい。都合がつ

かない場合、副委員長等の代理出席をお願いしたい。

今月第4例会は、中澤忠嗣地区ガバナーの公式訪問を迎える。全会員の出席をお願い

努めることができた」と感謝と、小部会長が

「至らないが１年間よろしくお願いしたい」と
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点 鐘

文教大学に集合し、グループごとのディスカッション形式の研修会でした。朝９時から

　１年前に任命されてから、本日までの１年間、研修会、幹事会等参加しました。中でも

ＲＬＩ研修会は、大変でしたが、楽しく、有意義でした。次年度の会長候補が、京都の

　この間、大橋幹事には、いろいろな会議に参加願い、感謝している。併せて、お手元の

午後５時まで、クラブにおける会長の心得等を中心に叩き込まれました。

クラブ報告書は、彼の力作。重ねて感謝申し上げる。

したい。

例会終了後、定例理事会を開催する。役員・理事の出席をお願いしたい。

　人間が生きるために必要なもの。｢空気｣と｢水｣、そして｢塩｣。生物の誕生が海からであったように、

当然、人間も塩は生きるために欠かせない。しかし、塩は摂りすぎてもいけないし、料理に入れすぎると

お願いの言葉を述べました。

　大橋幹事が野中前幹事に「１年間ありがとう

ございました」とお礼と、野中同が大橋幹事に

「１年間よろしくお願いしたい」と期待の言葉

を述べました。
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　ロータリー活動も「塩梅」よくいきたい。家族や社員、そして、地域・日本・世界の恒久平和のために、

一生懸命仕事をし、みんなの為になるロータリー活動にまい進したい。

１２：３０～

塩っ辛くて美味しくない。丁度良い塩加減が大事である。そのことを昔から「塩梅」よいという。

国際ロータリー第２６５０地区ガバナー補佐　林田　恒正　氏

右でも左でも偏りすぎてはよくない。
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　　と、自分自身が持っている才能、知識、能力、努力、献身

1 SAA　野中　敏昭　委員長1 SAA　野中　敏昭　委員長1 SAA　野中　敏昭　委員長1 SAA　野中　敏昭　委員長 6 国際奉仕委員会　牧野　友美　委員長6 国際奉仕委員会　牧野　友美　委員長6 国際奉仕委員会　牧野　友美　委員長6 国際奉仕委員会　牧野　友美　委員長

【基本方針】　 【基本方針】　

明るい例会場になるように努める 地球上より戦争を絶滅し、世界平和の礎である

【活動方針】 国際交流に努力する

1.少し前に来て来訪者や会員を迎え、挨拶をする 【活動方針】

2.定期的な座席の組替え、並びに例会場のレイア 1.卓話者を招く

  ウトに気を配る 2.大学留学生との座談会を開く(特にアジア)

3.食事の手配 3.姉妹クラブの楊梅RCとの窓口

2 会　計　酒井　雅憲　委員長2 会　計　酒井　雅憲　委員長2 会　計　酒井　雅憲　委員長2 会　計　酒井　雅憲　委員長 7 青少年奉仕委員会<RAC･RYLA> 川手 博明 委員長7 青少年奉仕委員会<RAC･RYLA> 川手 博明 委員長7 青少年奉仕委員会<RAC･RYLA> 川手 博明 委員長7 青少年奉仕委員会<RAC･RYLA> 川手 博明 委員長

【基本方針】　 【基本方針】　

健全なクラブ財政運営を行う 新世代の育成・会員増強･ローターアクト活動への

【活動方針】 サポート･ローターアクトクラブとの交流を深める

1.会費、入出金等の適切な処理を行う 【活動方針】

2.適切な財政運営・活用を行う 1.新世代育成活動、指導力の養成

3.資金の適切な帳簿等管理を行う 2.ローターアクトクラブ活動への参加促進

4.財務状況についてクラブ(理事会等)への報告 3.各フォーラム、大会等への参加者募集と支援

  義務を果たす 4.入会者の募集・勧誘

3 クラブ奉仕委員会　田村　康夫　委員長3 クラブ奉仕委員会　田村　康夫　委員長3 クラブ奉仕委員会　田村　康夫　委員長3 クラブ奉仕委員会　田村　康夫　委員長 8 会員組織委員会　小淵　洋治　委員長8 会員組織委員会　小淵　洋治　委員長8 会員組織委員会　小淵　洋治　委員長8 会員組織委員会　小淵　洋治　委員長

【基本方針】　 【基本方針】　

各奉仕委員会の充実に務める 会員の維持・増強を図る

【活動方針】 【活動方針】

1.各委員会ごとの集会を定期的に開催する 会員増強、会員選考、ロータリー情報、RLIの

2.各奉仕委員会との連絡調整 各委員と情報交換を図る

3.各奉仕活動の状況報告、情報交換

4 職業奉仕委員会　深見　泰和　委員長4 職業奉仕委員会　深見　泰和　委員長4 職業奉仕委員会　深見　泰和　委員長4 職業奉仕委員会　深見　泰和　委員長 9 会員増強(退会防止) 齋藤 多久馬 委員長会員増強(退会防止) 齋藤 多久馬 委員長会員増強(退会防止) 齋藤 多久馬 委員長会員増強(退会防止) 齋藤 多久馬 委員長

【基本方針】　 【基本方針】　

職業奉仕の理念及び奉仕の機会についての理解を 職業分類表を前期委員会から引き継ぐ･会員選考

深める (職業分類)委員会で毎年職業分類表の更新(検討)

【活動方針】 を依頼する･会員組織部門における会員増強意識

1.年１～2回の地元企業の見学を行う の統一を依頼する

2.職業奉仕の理念の啓発を行う 【活動方針】

3.卓話の実施 1.毎月入会勧誘活動日を決めて、入会勧誘を実施

2.プログラム委員会に優秀な卓話者のクラブ入会を勧誘依頼する

3.ロータリーデーに入会を望む人を招待する

4.退会者が、何故、退会したか、検討会を持つ

5.委員会活動を理事会に報告し、会員増強の機運をクラブ全体に盛上げる

5 社会奉仕委員会　酒井　芳則　委員長5 社会奉仕委員会　酒井　芳則　委員長5 社会奉仕委員会　酒井　芳則　委員長5 社会奉仕委員会　酒井　芳則　委員長 10 会員選考(職業分類) 堀江 邦旺 委員長10 会員選考(職業分類) 堀江 邦旺 委員長10 会員選考(職業分類) 堀江 邦旺 委員長10 会員選考(職業分類) 堀江 邦旺 委員長

【基本方針】　 【基本方針】　

適正な職業分類を作成する

【活動方針】

【活動方針】　（4年目に入る活動） 1.会員に推薦されたすべての人を個人的な面から

1.同音頭の年間を通した出前講習の普及活動   検討して、その人格、職業及び社会的地位並び

2.7月25日やんしき祭りにて子供コンテスト等を行う（個人踊り･5人1組   に一般的な適格性を調査し、その見解を理事会

  チーム踊りの表彰） 3.やんしき音頭CD作成、地域の歌の作詞推進   に報告する

4.子供クラブ立上げ推進育成 5.鯖江高校模擬面接会 2.地域における有意義な職業の調査を行う

　　　　　　　　　　　　

小部　隆充 今年度よろしくおねがいします 田村　康夫 本年度よろしくお願いします

大橋　良史 本年度初の例会理事会よろしくお願いします 木村　英富 小部会長、大橋幹事の船出を祝して

小林　文雄 小部会長、大橋幹事1年間ご苦労様です 清水　康弘 〃

小淵　洋治 〃 野中　敏昭 〃、SAAとしても頑張ります

下村　義孝 〃 吉田　俊博 新体制1年間ご苦労様です

木村　　明 〃 岡本　圭子 本年度もよろしくお願いします

幸道　森市 小部大橋丸の船出を祝って 旧役員ご苦労様でした。新役員

1年間ありがとうございました。小部会長 ご苦労様です

頑張ってください

窪田　健一

牧野　友美

地域に根付いたやんしき音頭の伝承と市民への

　＊会員増強特別委員会の設置と、全員で増強する仕組み作り。

　　と熱意等、ロータリーを通じて世界へプレゼントすること

　＊卓話の充実はもちろんのこと、運営等も見直してみんなの

　　為になる例会を企画する。

　＊趣味のサークル活動促進、親睦会の開催。

　＊「世界へのプレゼントになろう」のＲＩ会長のテーマのも

普及、市民と子ども達への活動の助成

【活動方針】 ３．会員の親睦　

１．会員の増強

２．クラブ例会の充実

（敬称略･順不同）

　先ずは、自分自身が「憧れ」を持ってもらえるロータリアンになること。そして、「個性」に満ち溢れ

た「憧れ」のクラブになれるよう、皆様のコミットメントをお願いしたい。

委 員 会 基 本 方 針 発 表

４．奉仕の実践　

編集：会報委員会


