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  酒井  芳則    会長
　今回は刀根庄兵衛氏の
ロータリーコラムより、お
話いたします。
　「奉仕と親睦がロータリ
ーの両輪、そして、それを

結びつけるのが寛容の精神」という内容です。
　ところで、ロータリーの親睦：（フェローシップ）
の意味を親睦活動と取り違えていませんか？例え
ば宴会やゴルフや旅行などの活動を思い浮かべ
る事が多いように思います。英語訳のフェローシッ
プは、「何かを一緒に行う、又は同じ趣向を持って
いる人々の中で生まれる友情の気持ち、仲間意識、
連帯感をもつ事」と書かれてあります。すなわち、
友愛や友情の意味を持ちます。
　活動するロータリーの目標（綱領）に書かれてい
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た時もありましたが、今は「奉仕理念を育成し、こ
れを奨励実践する。」ということになっています。
　ロータリークラブは例会で、お互いに友情を育
み切磋琢磨して奉仕の理想を学び、そして例会か
ら外に出たら、奉仕活動実践を行うと言うことにな
ります。そして、フェローシップを助成する手段とし
て、親睦活動があります。毎週の例会に集いお互
い師となり徒となって奉仕の心を学び自己研鑽を
重ね友情に裏打ちされたあらゆる活動のことを、
ロータリーでは親睦と定義付けています。

ガバナー　　中川　基成　様
ガバナー補佐   木村　昌弘　様
随行者　　   中西　知　　様

幹　事　報　告
牧野　友美　幹事
　①夏の交通安全県民運
動に伴う、一斉街頭啓発
が7月27日17：30～ハー
ツ鯖江店前にて行われま
す。都合がつかれる方はご

参加くださいますようよろしくお願いします。
②ガバナー訪問時のドレスコードはノーネクタイ・
クールビズですが、上着をご持参ください。大事な
時だけ羽織るなど調整いただきたいと思います。
③ロータリーダイニングの案内が地区よりありまし
た。詳細は後ろに貼っておりますので、立候補する
方は、自費にてお願いします。
④タマンRCへの送金について、例会閉会後の理事
会にて図る予定ですので、よろしくお願いします。
⑤西日本豪雨災害復興支援金について、地区の方
から積立金が大分少なくなってきていますので、積
み立てて欲しいとの依頼がありました。この件も併
せて理事会で検討いたします。一人当たり3000円
という事だそうです。
⑥「やんしき踊り」の件について、前夜祭が本日本
町で17：30集合となっております。18：00～19：00
踊りがあるそうですので、よろしくお願いします。28
日は「子どもやんしきおどり」ですので、出来るだけ
皆さんにお手伝いをお願いします。
⑦活動報告書ですが、忘れた方がお使いくださる
のは結構ですが、部数の残りが少なくなってきまし

　鯖江ロータリークラブ
の提唱する鯖江ローター
アクトクラブは、7月24日
県生活学習館において、
福井東ローターアクトさ
んと合同例会を開催。今

例会は「ゾーン代表公式訪問」がメインでした。
　2650地区ローターアクト委員である酒井雅憲
鯖江ＲＣ副幹事、また同じく地区委員の多田和正
様をお迎えして、今年度のローターアクト地区運
営に関する活動方針などをお話しして頂きました。
　大変お世話になりました地区ローターアクト委
員の皆さま、福井東ＲＡＣ、福井東ロータリークラ
ブロータリアンの皆さまに心から感謝申し上げま
す 。

ローターアクト合同例会　報告

たので、出来る限りご自分のもの以外はお返しくだ
さいますようお願いします。

前　幹　事　報　告
川手　博明　前幹事
　前年度は一方ならぬお
世話をいただき、ありがと
うございます。只今、前年
度の決算を大枠でやって
おります。現在の所、一般

会計で200万近く剰余金が発生していることと、ニ
コニコにつきましては、145万の収益をいただきま
して、繰越金を60万設定していた関係で、それも
200万あります。
　科目につきましては、幹事の設定ミスで目論見
の甘さによって、241％支出増とか、380％支出増
の現状があります。7月末に幸道監査・小部監査に
監査をして頂き、意見書も付けて頂きまして、前年
度理事会に持ち回りで見ていただいて、8月の今年
度理事会に決算報告書を審議受けたいという段取
りで進めておますので、よろしくお願いします。
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にこにこＢＯＸ報告

日本事務局からのお知らせ
2018年8月のレートは、1ドル＝112円です
（8月レート適用は、8月1日（水）以降に弊局口座へ着金対象）

　7月30日（月）酒井芳則会長、牧野
友美幹事は越前町長表敬訪問を行
いました。内藤俊三町長に就任のご
挨拶を申し上げ、そしてクラブの合
併報告並びに新年度クラブ活動方

針、社会奉仕事業の丹生高校での就職模擬面接などについ
て酒井会長より説明。また意見交換もさせていただきました。
内藤町長殿、大変お忙しい中ありがとうございました。

編集：会報・ホームページ委員会

　会　計　大橋　良史　委員長
　基本方針「健全なクラブ財政運営を実施する」
活動方針「①適正な資金管理②会費等入出金の管
理③適正な会計帳簿・帳票類の管理④適正管理に
基づいて、財政状況の定期的クラブ報告」という事
で、チェック体制を強化していく所存ですので、よろ

しくお願いします。
　奉仕プロジェクト　部門
　西尾　俊一　国際奉仕副委員長
　基本方針「①国際間の理解と親善及び平和の推
進②国際交流の推進」
活動方針「①関連分野の情報収集、卓話企画②異
なる文化、国情を持つ国 と々の文化交流と、国際感
覚を醸成する事業実施」という事で、2月8日に国際

交流協会の川上さんに卓話をして頂きます。
　瀧ヶ花　秀晃　青少年奉仕委員長
　基本方針「①ローターアクトクラブの活動を支援
する②ローターアクトクラブとの絆を深める」活動
方針「①ローターアクトクラブの例会への参加②新
入会員の増強③ライラへの派遣④吹き矢を通して
発達障害児の育成」という訳で、9月8日に鯖江市体

育館に於いて、スポーツ吹き矢を通した発達障害児の育成事業（社会奉仕
委員会と一緒に、詳しくは後日）・9月9日朝倉遺跡清掃奉仕を8：30～12：
00まで行う予定でいますので、皆さんどうかご一緒にご活動頂けますようお
願い致します。

　ロータリー資金部門
　大島　恒彦　ロータリー財団委員長
　基本方針「財団寄付の呼びかけ・ポリオ寄付へ
のお願い」活動方針「①財団年次寄付一人180＄
以上達成を目指す②ポリオへの寄付目標を達成す
る③ベネファクター1名以上の達成を目指す④ロー

タリーカード加入3名を目指す」という事で、180＄を集めさせて頂こうと思
っていますが、近年鯖江クラブは1人200＄超えで、2650地区95クラブの中
で15か16番目の寄付額です。今年度も、今まで通り協力をお願いします。
2020～2021年度の補助枠（今年の寄付額30倍）に関係してきますので、ど
うか昨年並みにご寄付をお願いします。私は「ゴルフ同好会」の会長をする
ことになりました。岩尾さんが幹事（事務局）をして頂けることになりました。

　広報部門
　野呂　和夫　会報・ホームページ委員長
　基本方針・活動方針は、活動報告書をご覧くださ
い。ほぼ昨年からの考え方と同じですが、特別に今
年力を入れる所は、「マイロータリーへの積極的な
登録を含むIT活用の推進」です。実際には、インタ

ーネットから登録するわけですけれど、正直少し手間取りました。パスワード
の入力・会員番号（RIに対する個人の番号）の入力もあり、ご自分の番号を
ご存じない方は、私が事務局から聞いておりますので、お教えできますので
よろしくお願いします。会報も、皆さんが楽しめる内容に作って行きたいと思
いますので、皆さんのアドバイスをよろしくお願いします。
　クラブ管理部門
　幸道　森市　クラブ管理運営委員長
　基本方針としては、「クラブを効果的に運営するための活動を行う」という
ことで、特に例会の充実を図っていきたいと思います。この後に、私は60周

　

年記念委員会の委員長も受けましたので、クラブ管
理の方で計画を立てたいと思いますので、委員の
方は、どうぞよろしくお願いします。
　特に新会員（3年未満）へのロータリー情報の提
出や研修セミナーの出席依頼をさせていただきま
す。幹事さんにお願いですが、ガバナー公式訪問案

内は、新入会員の方々だけ、「必ず出席してほしい旨の特別案内文」を出し
ていただけますよう、お願いします。
　地区委員会にてRLIの話が出ていましたが、当クラブは次々年度会長が
出席しています。次々会長のみならず一般の方でもRLIの勉強をしたい方の
為に、情報提供していきたいと思います。親睦始め各委員会の運営サポート
や、連絡調整を行い、ゴルフ同好会ができましたが、皆さんの親睦を深めて
いただきたいと思います。

　小部　隆充　親睦委員長
　予算付けの時、100万円を計上したところ、その
ままついてしまいました。予算を皆さんに還元して
いきたいと思います。秋にバス旅行を計画していま
す。「京都三千院⇒佐川博物館⇒彦根城下町、千成
亭の肉で昼食・・・」乞うご期待ください。
　瀧谷　えみ子　ニコニコ委員長
　基本方針は、「例会出席者の喜びや悲しみなどの
節目に行動と形に表すお手伝い」という訳で、皆さ
んの嬉しいを元気に明るく発表します。昨年度は
145万円もの皆さんの嬉しいが集まりました。今年
度も昨年並みに嬉しいが集まりますよう、よろしくお
願いします。
　佐野　直美　出席委員長
　基本方針は、「例会の出席向上を図る。私自身が
例会に早く出席し、皆様をお迎えできるよう努力す
る」です。出席率向上の為に、皆さんのお顔が見れ
なくて寂しいなと思った時に、奥様ともめない程度
のラブレターを送らせていただきますので、どうか

お楽しみにお待ちください。すでに10名の方には先日送らせていただきま
した。これからもよろしくお願い致します。

　吉田　俊博　プログラム委員長
　基本方針提出が6月頃で、「聴いて楽しく、ために
なる卓話の実施」と書きましたのは、北RCとの合併
に伴い会員通しの職業や趣味等、会員間の理解を
深める意味で1人でも多く語っていただきたいと思
ったからです。しかし、会長の方から、若い人の為に

月1回会長経験者の卓話を入れて欲しいとの申し入れがありましたので、若
手の卓話をかなり減らすことになりました。会長経験者の皆様には、眉間に
しわが寄らない程度の楽しく為になる卓話をよろしくお願いいたします。

　桑原　重之　ソング委員長
　本年度の予定は、①ソング委員会には3名がおり
ますので、それぞれ特色のある指揮を交代で行う
事となりました。②鯖江RCの持ち歌が、「それでこそ
ロータリー」「奉仕の理想」「我らの生業」の3曲だけ
ですので、少し増やしたいと思っています。「日も風

も星も」「4つのテスト」「ROTARY」は、CDがございます。ピアノ伴奏の有城さ
んが辞められたので、「結婚記念の歌」「勤続バッチの歌」(元棚池会員の作
詞・作曲）の伴奏がありません。ピアノ伴奏のCDを作るよう要望しています。

酒井　芳則　会員
牧野　友美　会員
窪田　健一　会員
佐野　直美   会員
深見　泰和　会員

先週のクラブアッセンブリありがとうございました。本日も委員長様よろしくお願いいたします。
ｸﾗﾌﾞアッセンブリ　ありがとうございました。
台風来ないといいな
今日は今年度初の例会出席している何名もおいでになられ出席委員長として嬉しいです
暑中お見舞い申し上げます。 小計 ￥   14,000　　

累計 ￥ 135,000梅田　吉臣　会員
大橋　良史　会員
孝久　治宏　会員
岡本　圭子　会員

暑さに負けるな
休みが続き申し訳ございません
早退します
　〃

2018～2019年度　委員長方針
２０１8～２０１9年鯖江ロータリークラブ ＊会計　　＊奉仕プロジェクト部門（国際奉仕・青少年奉仕）

＊ロータリー資金部門（R財団）　　＊広報部門（会報・ホームページ）
＊クラブ管理部門（管理運営・親睦・ニコニコ・出席・プログラム・ソング）

会長・幹事　越前町長表敬訪問


