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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74.1％

点鐘：12:30

鯖江北RCとの合併の話委員長方針発表
牧  野    百  男　様

国際ロータリー日本事務局からお知らせ：
2017年8月のレートは、1ドル＝111円となります。（ご参考：2017年7月＝111円）
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「それでこそ
          ロータリー」

桑原  重之　会員

点鐘：12:30

卓話

テーマ

点鐘：12:30

小部　隆充　会員
　私が以前会長を受け
た時、どうしようかと思い
ました。先輩方の功績以
上のことをしようと思うと
かなり無理があります。
大橋幹事と共に考えた

訳ですが、特に会長の時間で次は何を話そうか、
皆さんが関心を持っていただいて、ずっと聞いて
いただける内容にしないといけない、あいつ何を
言いたいんだと言われないように、考えて考えて、
話をしたわけでありますが、皆様の心に残ったで
しょうか。大島会長の会長の時間はこの先長いで
すが、それぞれの考えでお話しいただければと思
います。

大島　恒彦　会長
　7月14日に田中ガバナ
ーの公式訪問のおりに
は皆様にご協力頂き有
難うございました。
ガバナーとの懇談におい

て本年度鯖江クラブの活動の中で、地場産業の
発展のために微力ながら協力して行きたい旨を
お伝えしました。ガバナーから鯖江クラブが長年
に渡り財団及び米山への寄付額が多いことへの
感謝の言葉を頂きました。ガバナーアドレスでは
本年度のＲＩ及び地区の方針等の説明があり、
会員へ理解と協力をお願いされました。
　海外の子供達の教育支援及び識字率向上のた
めにメガネフレームを寄贈する事業に地区補助
金の申請をしておりましたが、約330,000円が承
認されました。2015～16年小部会長時代に一人
当たり221ドル寄付をしましたが、それが本年度
事業補助金として返ってきます。但し鯖江クラブ
の本年度の限度額は221ドルの30倍＝6,630ド
ルです。本年度は62クラブより申請があったそう
です。委員会事業費を合わせて計画どおり500個
のメガネフレームを寄贈する事が出来ます。加え
て福井県眼鏡協会の協賛もお願い出来ましたの
で、数が増えることを期待しています。先日、鯖江
市長に挨拶に行った際、この話をさせて頂いたと
ころ鯖江のＰＲになるので記者発表をしたらどう
ですかと言われました。鯖江クラブの公共イメー
ジと認知度を高めるためにも良い機会だと思い
ますので是非させて頂こうと思っています。
　鯖江北RCとの第１回合併協議会を7月26日に
開催しました。その中で2018年1月1日の合併を
目指して協議をしていく事を確認致しました。今
後の協議を通して詳細を詰めていく事になります
が、それに益して両クラブ会員の好意と友情を深
める事が大切であると考えますので、交流の機会
を増やして行けるよう努力して行きます。

会　長　の　時　間
川手　博明　幹事
　例会終了後、合併協議
会のメンバーの方は事務
局へお集まりください。
　

鯖江市長

注意：8月11日（金）は、休会です

合 併 協 議 会　報 告
田村 康夫 
　合併協議会 座長
　鯖江北RCとの合併に
ついて、2650地区97ク
ラブの中で、合併は初め
てです。順番を踏んで行

く思いの中で、改めて皆様に鯖江北RCとの合併
の発議をさせていただきます。合併の理由・効果
は、書面でお分けしております。効果は、鯖江RC57
年、鯖江北RC35年の歴史を併せて、鯖江を一つ
にすると会員が益々増えていくと思うからです。
来年1月には大きなクラブになる予定です。

幹　事　報　告

僕のRC,私のRC,会員全てのRC

小計 ￥     33,000　
累計 ￥   188,000

にこにこＢＯＸ報告

大島　恒彦　会員
深見　泰和　会員
窪田　健一　会員
熊野　正巳　会員
酒井　芳則　会員
佐野　直美　会員
田村　康夫　会員

本日の例会よろしくお願いします。

夏バテせず頑張ります

お暑うございます

この度は大変お世話になりました。

子供やんしきまつり　7/29PM4：00よろしく出席お願いします

誕生祝を頂いて　暑い毎日ですが明日も暑い中西山でやっしき楽しみましょう

発議します。合併に向けてＧＯ！！

孝久　治宏
ニコニコ委員長
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奉仕プロジェクト　クラブ奉仕・職業奉仕委員会
帰山　明朗　委員長
　奉仕プロジェクト全体では、各奉仕委員会が
円滑に運営できるように、サポートを務めます。
それぞれの委員会は、正副委員長二人で頑張る
現状ですので、奉仕プロジェクト全体でサポート

できる体制を作りたいと思います。職業奉仕は、明日2650地区の職業
奉仕委員会で学んで、皆様にお伝えしようと思います。

青少年奉仕委員会〈RAC・RYLA〉
野呂　和夫　委員長
　アクトの活動を支援し、絆を深めると基本方針
を定めましたが、アクトの会員数が非常に少なく
危機の状況で、なかなか難しい状況です。今年度
第1回の例会で、皆様にお願いしましたように、

会員増強のために若い方に声をかけていただいて、皆様のお力をどう
かお貸しください。7月23日に地区の青少年奉仕担当者会議に出席しま
した。（115名ほど）また、近日中にRYLA委員会を立ち上げる報告を受
けました。RYLAに鯖江RCからも出せたらいいなと思っております。また、
新世代の為の会議に力を入れているようでして、アクトなどにお金を出
すだけでなく、若い方と対話して奉仕する事を言われて帰りました。そう
いったところに力を入れようと思いますので、よろしくお願いします。

ロータリー情報委員会
桑原　重之　委員長
　情報委員会とは何ぞやですが、ロータリーの
入門書を開いてみますと、会員にロータリアンと
しての知識を授けると記されています。知識が十
分でない私としては、おこまがしい文でありまし

て、RLIの基本的な目的であります。地区の研修等で学んだ情報を各ク
ラブに持ち帰り、知識の共有を図る事を任務として役職を遂行しようと
思います。新入会員には、ロータリーの基本知識をしっかりと授ける必
要があると思います。情報委員会ではクラブの骨格、骨組みを強加して
いく重要な委員会であります。骨格とは、職業奉仕・ロータリーの協力・
中核的価値観・四つのテスト・サービスの定義と考えており、クラブ運営
がなされると思っております。RLIと連携し、クラブフォーラム・家庭会合・
委員会報告などあらゆる機会を捉えて、片意地張らずに自然な形で、ク
ラブ会員の皆様と知識の共有を図っていく事が最も大事かと思います。
地域に根差したロータリーらしい存在価値、ブランドを高めるためにも、
また、公共価値とインフラ向上の為にも、これが基本かと思います。

R . L . I
酒井　芳則　委員長
　R.L.Iとは、ロータリーリーダーシップ研究会と
いう訳で、第1回RLI研修会へ行ってきました。ほ
とんど質問に対して、どう答えていくかが研究会
の内容で、自分のロータリー感を考え、みんなで

高めていこうという形です。缶づめ状態で、「ロータリーとは」のテーマで
勉強させていただき、非常に実のある物でした。皆さんも是非ご一緒に
勉強されてはいかがでしょうか。一生懸命研鑽してまいります、どうぞよ
ろしくお願いいたします。

ロータリー寄金　米山委員会
田村　康夫　委員長
　寄付の呼びかけであります。財団へは、18,000
位、米山は24,000位こまめに封筒をもってお願
いに回るのが苦手です。とりあえず自分が率先し
て納入したいと思います。皆様方には、寄付金で
すから強制はできませんが、お気持ちで結構で
すのでご協力いただけたらと思います。後ほど封
筒をお渡ししようと思いますので、どうかよろしく
お願いいたします。
クラブ広報　広報・会報・雑誌・IT
清水　康弘　委員長

　最初、広報委員長を会長に指名された時、何をすればいいのでしょう
と、聞きましたら、何もしなくて良いと言われました。会報作成のお手伝い
と明後日の地区会議へ出席させていただきます。

クラブ管理　クラブ管理運営・親睦
佐野　直美　委員長
　各クラブ管理委員長と交流を深めながら、クラ
ブ運営を頑張っていきたいと思います。入会して
5年と半年が経っていますが、全くロータリーと
いうものを理解していない私が、クラブを管理す

るのはどうかと思いながらも引き受けてしまい、1ヶ月が過ぎてしまいま
した。まだ夜間例会・忘新年例会・親睦旅行等の企画が全くなされてい
ない状態です。副委員長の深見さんに手助けをいただきながら、頑張っ
てやっていこうと思います。一つ提案ですが、家族旅行は朝早く出発して
帰宅が夜遅くなります。それで、ご参加いただける方が少ないのかとも
思われます。今年は、お昼前ぐらいに集合して、夕方には解散の中で楽
しんでいただける企画を考えておりますので、皆様のご家族、お子様・お
孫様をお連れ頂いて、一緒に親睦を深めたいと思います。それと、夜の
飲み会は段取りがとっても苦手ですので、委員会関係なくご助言・お手
助けいただきますようお願いいたします。

クラブ管理　ニコニコ委員会
孝久　治宏　委員長
　基本方針は、例会出席者の喜びや苦しみ事、
楽しみや悲しみ事の節目に、行動と形に表すお
手伝い。活動方針は、年間を通した速やかで正
確な実施者の気持ちや、志の把握と状況報告。

昨年の実績は、凄い金額でした。内気で引っ込み思案の私ですが、精一
杯ニコニコ笑顔で対応いたしますので、どうぞよろしくお願いします。
　
＊委員会発表は、委員長の口で発表していただきますので、次回
　3回目に持ち越しという事をご理解ください。

各 委 員 会 事 業 計 画 ・ 方 針 発 表

   

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

こどもやんしき活動支援
開催日時：H29年7月30日　16：00～18：15
開催場所：西山公園お祭り広場周辺
開催趣旨
やんしき踊りは江戸時代中期からある鯖江市指定
文化財であり、これまで当クラブとして6年間携わっ
てきました。子どもたちにやんしき踊りを伝える事業
を本年度も継承します。本年度は子どもおどりコンテ
ストの表彰を担当しました。

編集：会報委員会


