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して人気が高まれば、県内外の観光客の増加に繋がる、と

期待される。本県分は、国、県、市町等でつくる「県『道

の駅』連絡会」が発行。１枚 200円。本県を皮切りに、来

年中には全国すべての道の駅 1,100カ所で同様式カードが

発行される予定。本県では「道の駅」が、11市町にある。

    

 ➊先週のアクトとの合同夜間例会、会員

 　22名、アクト入会候補者11名、同関係

 　者６名の39名が参加。大いに盛り上が

 　った。お礼と報告申し上げる。

 ➋案内の鯖江ＲＡＣ４月第１例会が、千

 　回記念例会。４月９日(土)午後２時～

 　めがねミュージアム。夕方、かんきち

　鯖江店で懇親会も開催。積極的な登録をお願いしたい。

➌食事時に、地区大会案内を配布する。バス出発時間を７

　時40分に早めた。よろしくお願いしたい。　

 　本日のお客様。鯖江市高年大学、副学 ➍ＲＩが日本語版ｆｂページを開設。いいね！願いたい。

 長、池田豊美様。後ほど「高年大学につ

 いて」卓話願う(写真右)。

 　今日は「ダムカード」の紹

 介。池田町で整備が進められ 　次年度幹事の立場から、報告申し上げる。

 ている足羽川ダムを広く知ら 　３月19日(土)、田村会長エレクトと２人で

 せようと、国土交通省は型式や大きさ等 2650地区ＲＣ財団委員会主催の財団補助金管

 の特徴を紹介するため作製。「まちの市 理セミナーに出席。７月から次年度がスター

場　こってコテいけだ」のレジで、２月20日より無料配布 トするが、その地区・グローバル補助金等を

中。建設中のダムを扱ったものは全国でも珍しく、ダムマ 申し込むための必須セミナー。

ニアやコレクターの垂ぜんの的になりそうだ。 　中で、同財団ができて間もなく 100年を迎える。ぜひ、

　カードの表に、部子川をダムサイトとする高さ約96㍍の 財団を活用してほしい。ＲＣの大きなミッションの１つ、

「流水型ダム」を、上空から見下ろした予想図を紹介（写 世界でのポリオ撲滅、2018年が、完全撲滅として見えてき

真左下）。工事の進捗状況に合わせて更新。裏には、所在 た。ＷＨＯの考え方とも合致している、と報告された｡

地や河川名、型式等を掲載。さらに、一口メモとして「福 　４月17日に次年度役員、理事を含めて10名で、地区の次

井豪雨のような水害を繰り返さないために、上流で洪水を 年度の研修・協議会に参加する。それに向け、４月８日、

調節するダム。流水型ダムでは日本最大級の高さ」等、と 第２例会終了後に、次年度理事会を開催する。

記載。カードは現地に行か

ないともらえないルール。

　他方､県内15の「道の駅｣  (敬称略･ 順不同)

が、19日から駅周辺の観光 1 小部　隆充 1 瀧谷えみこ

情報や写真を記載した「道 1 大橋　良史 2 木村　　明

の駅カード」を、全国で初 1 野中　敏昭 2 岡本　圭子

めて発行。記載内容は駅ご １：池田様ようこそ。卓話を楽しみに

とに違い、コレクションと ２：早退します
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国歌･ロ-タリ-ソング斉唱

12:30～

●４月　第１例会

小部 隆充 会長

それでこそロータリー

お客様の紹介と会長の時間

四つのテスト

佐野 直美 ソングリ－ダ－

大橋 良史 幹事

『クラブに｢個性｣と｢憧れ｣を！』『クラブに｢個性｣と｢憧れ｣を！』『クラブに｢個性｣と｢憧れ｣を！』『クラブに｢個性｣と｢憧れ｣を！』

●第２７４９回　平成２８年４月１日（金）

結婚･誕生祝､勤続表彰

幹　事　報　告　等

園 　 幸 雄 会員

▼第２７４８回例会報告 平成28年３月２５日(金)▼鯖江商工会館 3階中ホ－ル 出席率 77.4％

テ－マ 「　Ｍ ＆ Ａ に つ い て　」

会  長  の  時  間

点　　　　　　  鐘

　　　　　　  ＲＩ第２６５０地区　鯖江ロ－タリ－クラブ　　創立１９５９年１０月２日　承認１９５９年１０月４日　　http://sabaerotary.com/

四  つ の テ ス ト

　　●ク ラ ブ 活 動 方 針   

塩 梅 よ く
2015.7-2016.6

会　長　小部　隆充

●国際ロ-タリ－テ－マ

幹　事　大橋　良史

卓　話

●ＲＩ第2650地区スロ－ガン

編集：会報委員会
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座内容を市民公開

講座として、ＩＴ

推進委員会がＵＳ

ＴＲＥＡＭにて、

■鯖江市高年大学の概要 ライブ配信。

　昭和54年５月９日に鯖江公民館 ➊クラブ活動・Ｉ

で第１回目を開設。平成28年度で Ｔ関係クラブ

38回目となった。昭和55年に本市 　パソコンクラブ（入門、基礎、同好会）

出身の故瀬戸川巍(たかし)氏が、 ➋同・文芸関係クラブ

舟枝町の生家跡地 6,420㎡を老人 　書道、俳画、写真、エッセイ、川柳、俳句、漢詩会、詩

福祉のために、と寄付。 作会、短歌会

　現専用校舎（平屋の校舎、講堂、体育館、図書室）を同 ➌同・他クラブ

57年３月に建設。現在に至るまで、37年間で累計19,500人 　合唱、気功、日舞、詩吟、歌謡、編み物､ウォーキング､

が学んでいる。今年、20,000人に達する。 料理、やんしき踊り、ソフトバレーボール、スティックリ

◆１◆　高年大学の組織 ング、太極拳、英会話

　学長は教育長。副学長は、私が嘱託で館長役の事務局。 ➍同・特別講座

臨時職員１名。事務室には２名、やり繰りしている。 　ｉｐａｄを使った「ＩＴアプリ講座」（写真右下）

　受講生は、毎年 500人。60才以上の方には、生き甲斐の ◆３◆　受講生の活動

場所として頼りにされ、楽しみに通ってくる。 　学内運営に必要な事項を、受講生自らが、中心的役割を

　目的は､生涯学習によって仲間づくりの輪を広げながら､ 果たし、決定し、実行している。

ともに学び、ともに生きる喜びを分かち合い、健康長寿と ➊自治会活動（受講生全員加入）

社会貢献を図る事。原則として、鯖江市内在住の60才以上 　会員相互の連帯と親睦をあつくし、会員の知徳及び身体

で学習意欲があれば、だれでも学べる。28年度の受付で、 の向上を図ることを目的。高年大学の受講生で構成。以下

受講生数は 500名を超えている。 の役員会、委員会を組織し、事業を実施。

◆２◆　学習内容（平成28年度） 　役員会＝各クラスから２名の学級委員を選出。カリキュ

　生涯学習分野でＡ・Ｂ・Ｃの３コース。各29回､58時間｡ ラム委員会（クラス懇談での意見集約、コース毎カリキュ

●Ａコース：工学、地震学、時事経済、エッセー、白川文 ラム検討、カリキュラムの委員会での検討調整）。文集編

　字学、食育、やわらか経済、里山の自然他 集・ＩＴ推進・学園祭実行委員会。

●Ｂコース：家庭菜園、ガーデニング、白川文字学、やわ 　事業内容は､教養資材の購入及び配布｡

　らか経済、食育、資源循環社会他 会員の体育競技会の開催、習得技術及び

●Ｃコース：川柳、俳句、エッセイ、家庭菜園、ガーデニ 研修の発表、表彰及び慶弔。クラブ活動

　ング、食育実習、鯖江の野鳥他 等の振興等。

●全コース共通：国語、文学、考古学、日本の近代史、音 ➋ボランティア活動

　楽、体操、お薬の正しい使い方、健康体操、本物のラジ 　内容は、草花、グリーンカーテン、生

　オ体操、ココロもカラダも元気でGO！、社会貢献は仲間 け花、剪定＆草刈（大学敷地内の草・木の育成、整理）、

　づくりから、身近な社会貢献ゼミ、外国人市民の日本文 大学運営（学内事業の準備、駐車場整理、講師接待、一般

　化談、自然環境、白山信仰、防災・防火訓練体験、学内 受付）、図書（図書の整理）、営繕（学内の営繕作業）。

　美化、学外社会貢献実践等 ➌その他

➊市民公開講座・全員学習（ことぶき体育館） 　学長杯スポーツ大会（平成26年度からはステックリング

　高年大学の歴史と歌、市長講座、食育栄養、10秒ポーズ の競技を実施）、見学学習（富山県四季防災館＆富岩水上

健康法、ゴールデンエイジふくい、健康獲得法、落語 in ラインで体験・研修）、学園祭（平成28年は、11月１・２

高年大学、ノコギリ楽器演奏、時事経済等 日の２日間で開催）等、活発に活動している。

➋同・特別講座（高年大学） ■最後に

　自然観察・考古学・鯖江を知る・哲学・ＩＴアプリ・環 　心落ち着く　学習の場、心はずむ　交流の場、心うきう

境生物学・土作りからの有機栽培講座等 き　趣味の場、として

➌同・まちなか授業（市民ホールつつじ） の高年大学に生涯学習

　怪我予防ストレッ の場として集い、ＩＴ

チング､お口の健康､ のまち鯖江の一員とし

高齢化時代の災害医 て学んでいる。

療、健康のための地 　そして、鯖江ＲＣ会

産地消、楽しく嬉し 員の皆様には、高年大

いボランティアのス 学や市民公開講座で、

スメ等。 ぜひ、講師として指導

　全員学習、特別講 等をお願いしたい。

福井県内ＲＣ例会日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

月曜日

卓　話

テ－マ ｢高 年 大 学 に つ い て｣

鯖江市高年大学

副学長

池 田 豊 美 様

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)

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) 福井西ＲＣ(ﾊﾞ-ﾄﾞｸﾞﾘ-ﾝﾎﾃﾙ･ﾚｼﾞ-ﾅ)

福井北ＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ)

福井南ＲＣ(福井繊協ビル)

点鐘12:30～▲４月第２例会 ▲第２７５０回 平成28年４月８日(金)

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)

　無印：１２：３０－開始 Ｋ 福井ﾌｪﾆｯｸｽＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ) 福井ＲＣ(ユア－ズホテル福井) 福井あじさいＲＣ(ﾎﾃﾙﾘﾊﾞ-ｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ)

　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) 三国ＲＣ(三国観光ホテル)

　Ｋ　：１８：３０－開始

編集：会報委員会


