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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
国 歌 斉 唱
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
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例会報告

ロータリーソング

第2814回
   8/18(金)  8月第3例会

「奉仕の理想」

瀧谷　えみ子
ソングリーダー

点鐘：12:30 点鐘：12:30

瀧谷　えみ子　会員
　歴代の会長・幹事が話
しをされていたので、私
が当てられるとは思って
いませんでした。入会歴
１年半です。帰山さんや
大橋さん等、鯖江JC出身

の皆様方にはNPOセンター時代に大変お世話に
なりました。そのご縁で鯖江RCに入れていただき
、またまたお世話になっております。RCの奉仕活
動は、以前からすごく関心があり、エコネットのビ
オトープに立派な四阿を皆さんの手で建設され
たのを見て、何という団結力とパワーだろうと感
心しました。私は何もできませんが、これからもよ
ろしくお願いします。

大島　恒彦　会長
　８月３日に内閣改造
行われましたが、残念な
がら本県選出の議員さん
の名前はありませんでし
た。

　さて私は渓流釣りが趣味で年間５～６回ヤマ
メ・イワナを狙って川に出かけますが、今年は表
年なのでしょうか釣果が上がっています。特にイ
ワナが良く釣れています。ヤマメの事をご存じの
方もおられると思いますが、大変綺麗な魚でサケ
科の一種です。一部のものが降海して１～２年後
に４０～５０ｃｍに成長しサクラマスに名前を
変えて川に帰ってきます。九頭竜川はサクラマス
が上ってくる川として有名になっています。
２月１日の解禁日から多くの釣人が川に入りま
すが、サクラマスは川ではあまり捕食をしません
ので釣り上げるのは至難の業だと聞いています。
何年も九頭竜川に通ってきて初めて今年釣り上
げた人がテレビのインタビューを受けていいまし
た。一方で降海せずに一生を川で過ごすものも多
くいます。通常の大きさは１５～２５㎝ぐらいで
すが中には３０㎝を超える尺ヤマメも釣れる事
もあります。
　近年、山や川で動物（イノシシ、日本鹿、サル等）
に出会う機会が多くなりました。そして群れが毎
年大きくなっているように感じます。動物による農
作物への被害が多くなってきている事が伝えられ
ていますが、福井県でも毎年９，０００万円の被
害が出ているそうです。地球温暖化も一つ要因だ
と思いますが、温暖化で降雪が少なく動物の子供
達が育ち易くなってきているように考えられます。
対策は講じているようですが、効果が上がってい
ないようです。

会　長　の　時　間

川手　博明　幹事
　本日は、残りの委員長
方針と合併の進捗状況
報告をいたします。来週
の例会はお休みです。
　18日は初めての卓話

例会で、牧野鯖江市長にお願いしておりますので
ご参集ください。

幹　事　報　告

牧  野    百  男　様卓話

テーマ
鯖江市長
「市政報告」

クラブフォーラム

僕のRC,私のRC,会員全てのRC

小計 ￥     24,000　
累計 ￥   212,000

にこにこＢＯＸ報告

大島　恒彦　会員
川手　博明　会員
小淵　洋治　会員
牧野　友美　会員
酒井　芳則　会員
窪田　健一　会員
桑原　重之　会員
大橋　良史　会員
帰山　明朗　会員
孝久　治宏　会員
野中　敏昭　会員
深見　泰和　会員

本日の例会よろしくお願いします。
皆様の安寧をお祈り申し上げます
やっしきご苦労様でした
やっしきまつり楽しかったです。皆さんお疲れ様でした
やっしきおどりに参加いただきましてありがとうございました。
来週お盆休みですね
誕生祝いただいて
勤続表彰を頂いて　やっしきまつりありがとうございました。
勤続祝いを頂いて　早退します
おかげさまで３年皆勤できました。　早退します。
プログラム委員です。　協力お願いします
よいことがありました。

誕　生　祝　い

桑原  重之　会員
深見  泰和　会員
野呂  和夫　会員

勤　続　表　彰
大橋  良史　会員
帰山  明朗　会員
孝久  治宏　会員
瀧ヶ花 秀晃  会員

R.L.I.パート1研修 終了証

酒井  芳則　
     R.L.I委員長
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酒井　芳則　会員
　（一社）子ども会連絡協議会50周年記念事業
として、9月24日(日)福井商工会議所にて、林修
講演会：「やりたい事」と「できる事」を開催します
が、大変人気があるため、往復はがきでお申し込
みください。
青少年奉仕委員会〈RAC・RYLA〉
酒井　雅憲　地区委員
　9月10日に、アクトの日という事で毎年行事を
行っています。今年はハピスポ2017を、福井健
康の森スポーツセンターに於いて、みんなでス
ポーツを楽しもう（フリスピー・ペットボトルボー

リング・クイズを解きながらするリレーゲーム等）お子様から高齢の方ま
でどなたでも楽しめる内容になっています。是非皆様のご参加をお願い
いたします。チラシを後ろに置いていますので、よろしくお願いします。

社会奉仕委員会
大橋　良史　委員長
　先日のやっしき祭りには、皆様ご協力いただき
ありがとうございました。楽しい親睦がはかれま
した。来年以降、表彰等が無かったとしても親睦
が出来たらなあと思います。また、今月24日に鯖

江高校の就職模擬面接を行いますので、今年は奉仕プロジェクトのメン
バーで面接官等行いたいと思いますが、面接官が足りない場合一本釣
りでお声かけさせていただきますので、なにとぞよろしくお願いします。

川手　博明　幹事
　10月28日に本年度のI.M.がアオッサ、懇親会
がユアーズホテルにて開催されます。20名を目
標にご参加を募ろうと思っておりますので、是非
ご登録をお願いいたします。当日はJRでそれぞ
れ移動していただこうと思っておりますので、時

間等は追ってご案内いたします。JRの普通電車は、日中ワンマン運転を
しております。駅員の居ない駅からご乗車の方は、運転手の所のドアか
らご乗車ください。
　本例会が終了後に、8月の理事会を開催いたしますので、よろしくお
願いいたします。

出席　委員会
酒井　雅憲　委員長
　基本方針：例会の出席率の向上を図る
活動方針：①例会時の会員出席状況の把握②欠
席会員並びに出席率低迷会員へのメークアップ
奨励③勤続表彰の施行④年間出席優良会員へ

の表彰。ですが、特に②のメークアップは気軽に参加できるローターア
クトの例会も対象とし、奨励していきたい。現在、出席率の悪い方に対し
まして、ローターアクトの例会をメール案内させていただいています。

プログラム　委員会
野中　敏昭　委員長
　大任をやれるかどうか心配で相談した結果、サ
ポートいただけるという事で受けさせていただき
ました。新会員の方の卓話をお願いしたい事もあ

りますし、合併にて鯖江北RCの方と交流を深める意味でも、卓話をお願
いしていこうかなと思います。
川手　博明　幹事
　今年は会員の皆様の職業分類上で知りえる知識をどんどん教えてい
ただきたいと思っています。国の国家戦略特区に獣医学部の新設を申
請した加計学園問題ですが、獣医師の話をただお友だちだからという
事で何が何だかわからないです。国会答弁で、前愛媛県知事が、10年前
から是非加計さんにお願いしていました。何故なら、産業獣医師が足り
ないからです、と述べられたことが問題の根本だろうと思いました。そこ
で、11月に入ると思いますが、野呂先生に、そもそも産業獣医師とは何
ですか、どういう仕事をするんですか、という事で、職業上の卓話をお願
いすることにしました。牧野市長におかれましても、行政は常に動いて
いるという事で、今年は四半期ごとに行政の進捗状況をお話しいただけ
ませんか、と表敬訪問時にお願い申し上げました。越前町長にも1度お
話しいただけませんかとオファーを出しています。今年はタイムリーな、
何度も聞かないと解らないことを少し企画して、野中委員長の指導の下
計画していきますので、どうぞよろしくお願いします。

ソング　委員会
瀧谷えみ子　委員長
　前任者の野中委員長が、皆様の声を大きく元
気にしていただけましたので、今年度は何もしな
くて済み、大変ありがたいです。
　先日、ボイスの研修で習ったことをお伝えしま
す。舌先を上の前歯から奥、丁度真ん中ぐらいに

骨のような固い部分がある所へ持って行ってください。次にもっと奥の
軟らかい部分がお分かりになりますか？その部分を上にあげるとのどが
広がり、良い声が出るそうです。早く言えば、あくびをして頂くのが一番
分かりやすいそうです。
　色々お世話になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。

各 委 員 会 事 業 計 画 ・ 方 針 発 表・合併の進捗について

   

アクトの日はアクトの「ク」と「ト」にちなんで、9月10日に一番近い
日曜日に全国的にローターアクトのPR活動を行う日となっています。
皆様の健康の為、是非ご参加ください。お待ちしております。
日時：９月１０日(日)　9：30～13：00
場所：ふくい健康の森
　　　けんこうスポーツセンター
参  加  料：無料
登録締切：８月27日(日)
お申込み：鯖江RC　事務局　☎52-2966

  ＊持ち物等＊
・動きやすい服装
・シューズ

 アクトの日（福井ゾーン）はぴスポ2017

編集：会報委員会

委　員　会　報　告

合 併 の 進 捗 状 況　報 告
川手　博明　幹事
　鯖江北RCさんとの合併について、現時点で分
かっていることを報告します。前例会時に発議を
させていただきました。鯖江RCも合併に向けて
動き出しています。鯖江北RCさんとは、未来志向
の夢のある合併の話をいたしました。

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)


