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会　長　大 島　恒 彦

鯖江ロータリークラブ会長方針 

「クラブの改革」と「人道奉仕」

開 会 点 鐘
四 つ の テ ス ト
ロ - タ リ - ソ ン グ
僕のRC,私のRC,会員全てのRC
会 長 の 時 間 等
閉 会 点 鍾

鯖江商工会議所３階中ホール　　

できることから始めてみましょう

出席率76.6％

点鐘：12:30

鯖江北RCとの合併の話委員長方針発表 委員長方針発表

第2811回
7/21(金)

第2813回
 8/4(金)7月第4例会7月第3例会

第2811回
7/21(金）

例会報告

ロータリーソング

第2812回
   7/28(金)  8月第1例会

「我等の生業」
瀧谷 えみ子
 ソングリーダー

点鐘：12:30 点鐘：12:30

幸道　森市　会員
　入会は大島会長と同
じくH7年です。当時は
74．5名おられて、大変
賑やかでございました。

小淵会長時代に、幹事をさせていただき、台湾
の楊梅RCと姉妹クラブを提携し、30周年記念
挨拶を小渕会長が大変立派な挨拶をされたの
が心に残って、その時、自分の気持ちがRCに傾
いた瞬間でした。

会　長　交　代

田村 康夫　前会長
　　　⇓
大島 恒彦　新会長

大島　恒彦　会長
　福井県の気温が36
℃で今年一番の暑さだ
そうです。熱中症になら
ないよう気を付けてい
ただきたいと思います。

水分を取ることは勿論、しっかり食べる、よく眠
ることも予防になるそうです。
　先日大相撲を見に行った社員の話ですが、
白鳳が負けて座布団が飛び交い、スケートの
浅田真央さんに当たったそうです。近くだった
ので写真が撮れたと喜んでいました。なんで座
布団を投げるのかと質問が来たので、最多勝
ち星の並ぶところを見たかったので悔しかっ
たのではないかと説明しました。

会　長　の　時　間

　先日若い人達とカラオケに行った際に、若い
人達の唄う曲がほとんど解らない、自分が唄う
と古いなと言われがっかりしました。仕事上で
のギャップを若い人達は感じているのかもし
れません。少しでも埋めていけるよう、コミュニ
ケーションをしっかり図り、若い人達と最高に
良い関係を築いていきたいと思います。
ちなみに、世代別カラオケランキング（男女別）
　　　　男　　　　　　　　女
40代　桐谷健太　海の声　中島みゆき　糸
50代　桐谷健太　海の声　中島みゆき　糸
60代　吉　幾三　酒よ　　中島みゆき　糸
残念ながら70代以上のランキングは発表され
ていませんでした。

幹　事　報　告

川手　博明　幹事
　会員名簿を修正しま
したので、お配りしまし
た名簿と差し替えお願
いします。また、小部先

生が写してくださった、ガバナーご一行との記
念写真も同封しましたので、ご査収ください。
　本日例会終了後に、臨時理事会を開催いた
します。鯖江北RCとの合併について、大まかな
スケジュールや合併後の話をしたいと思いま
す。なお、理事会の内容は、60日以内に閲覧で
きるようにいたします。

僕のRC,私のRC,会員全てのRC

福井県内ＲＣ例会日 無印：１２：３０－開始 Ｋ　：１８：３０－開始 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)
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)

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) 敦賀ＲＣ(福井銀行敦賀支店) 金曜日 福井あじさいＲＣ(ﾎﾃﾙﾘﾊﾞ-ｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ)
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) 木曜日 福井ＲＣ(ユア－ズホテル福井) 福井西ＲＣ(ﾊﾞ-ﾄﾞｸﾞﾘ-ﾝﾎﾃﾙ･ﾚｼﾞ-ﾅ)

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-) Ｌ 福井水仙ＲＣ(福井パレスホテル) 三国ＲＣ(三国観光ホテル)

お知らせ：９月  8日は通常例会
　　　　 ９月15日は9月13日（水）に変更
　　　　  9月13日は鯖江北RCとの夜間例会です

お知らせ：９月  8日は通常例会
　　　　 ９月15日は9月13日（水）に変更
　　　　  9月13日は鯖江北RCとの夜間例会です
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　S.A.A
園　幸雄　委員長
　例会時の現場監督として、席替えや会場のレ
イアウト替えを行い、マンネリ化を打破し、食事
の手配や例会進行時のサポートをしっかり行い
たいと思っています。

　出席免除にやっとなったと思いましたが、ロータリアンは出席して何
ぼですね。1年間欠席してもロータリアンの資格がなくなることがないも
のですから、会費だけ納めているだけの会員という事になります。出席
免除で優遇されている反面、ロータリアンとしての気持ちが薄れていき
ます。出席免除の制度自体が、おかしいなと思います。そして、退会につ
ながる事にもなるかと思います。欠席している間に、いろいろ制度が変
わっていて、びっくりしましたが、改革は良いことだと思います。
　10年ぶりに香港へ行きましたが、中国に返還されてから活気がありま
せん。中国は、真っ先に行った政策、毎年5万人もの本土中国人を香港
に送り込むことでした。香港を変えていこうという空気が、香港の人の息
の根を止めているような気がします。香港から離れるようになりました。
若い人中心に日本食を食べる方が増えています。その為、日本へ行く人
が増えてきています。マカオ（ラスベガスを抜いた）で勉強してこようと行
きましたが、中国人がたくさんいて、全然することが出来ませんでした。
香港にはウォッシュレットがありません。水不足も深刻です。
　初めての委員会ですが、時間の許す限り頑張っていきたいと思いま
すので、どうぞよろしくお願いいたします。

　会計
岡本　圭子　委員長
　私は人からものを頼まれたら、できる限り引き
受けようと心がけています。ところが、会計委員
長になったことをすっかり忘れていて、本日会費
を集金する事を忘れ、孝久さんに任せてしまって

いました。会費をまだお納めいただけていない方は、来週お願いします。
奉仕プロジェクト：クラブ奉仕委員会・職業奉仕委員会
帰山　明朗　委員長代読：川手幹事
　8月3日に、部門管理委員長の懇談会を開きま
す。皆様の本音を聞き出していただき、各奉仕委
員会との連絡調整・情報交換・統括をしっかりや
っていただこうと思っております。また、職業奉仕

関連の情報や活動事例等の紹介、及び関連卓話の実施についても、頑
張っていただきたいです。それから、会長に女性を登用しようという事に
ついて、偏見やこだわりがないよう、各家庭会合には女性3人をチーフ
に充てました。皆さんの意識付けの確認になったらよいかと思います。

　社会奉仕委員会
大橋　良史　委員長
　今月29日に行われるやっしきまつりの子ども
おどりコンテストの協力事業に、皆様のご参加を
よろしくお願いします。大島会長には審査員とし
て表彰をして頂きます。

　8月24日の鯖江高校就職模擬面接会も担当させていただきます。今
年は10名の一般企業就職希望生徒がいらっしゃるという事で、個別に
面接間のお願いに回りますので、よろしくお願いします。
　昨年「サバーンのお約束体操」DVD配布して、各幼・保育所を廻って
啓発しました。今年も見習って、子どもとお年寄りに向けた啓発事業を行
います。これも帰山さんのもと、協力していきたいと思います。
　地域社会のニーズについて、私は把握していませんでした。1年間通
して、情報収集した後、社会奉仕活動を考えていきたいと思います。

　まずは、やっしきまつり募集中、浴衣を着てい
ただける方、どうぞよろしくお願いいたします。
　国際奉仕委員会
深見　泰和　委員長
　いつもは、留学生との交流出したが、今年は
インドネシア共和国・バリ島へのめがね枠を寄贈

したいと会長より言われ、軽い気持ちで受けましたが、市長にも聞かれ
て、「アジア・太平洋プロジェクト」の実施が、だんだん重く感じてきまし
た。精一杯頑張りますので、よろしくお願いいたします。
　（幹事補足）この事業に関しましては、地区の補助金申請をしておりま
す。補助金申請は62クラブが出しており、今月中には審査があると思い
ます。地区から、通関業務の資金は入れてあるのか、と聞かれ、入ってお
りますと答えました。めがね枠を沢山お願いしたいと、眼鏡協会にお願
いしました。バリ島へ贈呈する団長大島会長、副団長田村前会長。夫婦
連れでバリへ行ってみたい方は、是非この機会にご参加ください。

会員組織委員会・会員増強（退会防止）
瀧ヶ花　秀晃　委員長
　大変重要な役職を任命されました。北クラブ
さんとの合併もあり、自然に会員が増えますが、
大島会長の運営方針にありますように、早期の
50名体制実現を目指します。男女会員の均衡を

目指しますという事は、女性会員を増やさねばならないという事です。肝
に銘じて頑張ります。
先日、新聞に鯖江RCの役員名が掲載されていました。大変身の引き締
まる思いをしました。皆様、結果を残さないといけない委員会ですので、
皆さん一丸となって、人数の増強に当たりたいと思いますので、1年間ど
うぞよろしくお願いします。

　会員選考（職業分類）
齋藤　多久馬　委員長
　推薦された方の人格・職業・社会的評価・人間
性を精査し、総合的な見解を理事会に報告する
と書かれていますが、私はこれを書いた記憶が
全くなくて、認知症かもしれません。ただ、皆さん

から、会員候補として挙がってこられた人は、ほとんど問題がなく、それ
を審査して裁判官のように評価することは、するつもりはございません。
　職業分類に関しては、毎年アップデートで目新しいものにしていかな
ければいけませんので、心がけていきたいと思いますが、今年は鯖江北
RCとの事もありますので、いままでの配務とは少し違った配務への目配
りをしなければいけないと思っております。

各 委 員 会 事 業 計 画 ・ 方 針 発 表

会場：生活学習館（ユー・アイふくい） 
福井県福井市下六条町14-1
TEL:0776-41-4200

鯖江ローターアクトクラブ例会
鯖江RAC・福井東ＲＡＣ合同例会　「ゾーン代表公式訪問」

7月25日（火）
登録開始  19：00
開       会　19：30
閉       会　21：00

編集：会報委員会

小計 ￥     15,000　
累計 ￥   155,000

にこにこＢＯＸ報告

大島　恒彦　会員
窪田　健一　会員
田村　康夫　会員
大橋　良史　会員
瀧ヶ花 秀晃　会員
清水　康弘　会員
深見　泰和　会員

良いことがありますように

大島会長今年一年ご苦労様です

第一、第二例会欠席しまして今年度初例会どうぞよろしくお願いいたします

社会奉仕事業やっしきまつりの協力よろしくお願いします

一年間よろしくお願いします

カレー弁当を楽しみに

本日カレーライスです。夏バテしないようにしっかり食べてください

孝久　治宏
ニコニコ委員長


