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2018-19年度  国際ロータリーテーマ

インスピレーションに
なろう

2018-19年度  第2650地区スローガン

ロータリーを学び、実践し、
　　　発信しよう；Enjoy Rotary

和をもって貴しとする

４つのテスト
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みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるか どうか
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例会報告

第2854回
   7/13(金) 7月第3例会

点鐘：12:30点鐘：12:30

 会 長 の 時 間

  酒井  芳則    会長
　2017-2018年度大島
会長・川手幹事、大変ご
苦労様でした。ＲＩイア
ンHSライズリー会長の　
「ロータリー：変化をもた

らす」を実行された1年であったと思います。
　目標を掲げられた行事・鯖江北クラブさんとの
合併・尼崎東ロータリークラブとの姉妹締結と、イ
ンドネシアバリ島へのメガネ枠とレンズの支援に
より、鯖江ロータリークラブ初海外支援をされ、新
しい変化を起こされました。今年度は引き続き、残
りのめがね枠にレンズを付けての支援を行う予定
です。　
　6月20日に支援国、バリ島のタマンRCよりマキ
コ・イスカンダールさん、会長ニラさん、次年度会
長ナンダさんが来日されました。PM６：40より京
都にて、現会長ほか4人で会談をいたしました。　
　皆様にもビデオレターを見てお分かりいただい
たかと思いますが、現地での評判は大変よく、子ど
もたちや先生方が大変感謝しておりますとの内容
の話を伺いました。先般も話しました通り、まだ渡
していない子どもたちも多くおり、7月中に譲渡式
を行う予定でおりますので、その時、是非お越しく
ださって、皆様に子どもたちの喜ぶ姿を見ていた
だけると嬉しいのですがとのことでした「夢の架け
橋、アジア・太平洋プロジェクト」現地にて実施体
験をし、観光地を楽しみませんか？この件に関しま
しては、後ほど理事会にて審議をいたします。
地区よりのお知らせです。
・青少年交換募集案内が来ています、当クラブはし

会　長　挨　拶

「奉仕の理想」

桑原　重之
　ソングリーダー

点鐘：12:30

会長方針発表
クラブアッセンプリー
ガバナー補佐訪問

ロータリーソング

開 会 点 鐘
四 つ の テ ス ト
国 歌 斉 唱
ロ - タ リ - ソ ン グ
会 長 の 時 間
幹 事 報 告 等
プ ロ グ ラ ム
閉 会 点 鐘

佐野　直美　会員
齋藤 多久馬   会員
小山　俊明　会員

武内　隆敏　会員

川手　博明　会員
川上　勝義　会員
大久保　衛　会員

米山奨学会表彰

小淵　洋治　会員
橋本　政宣　会員

ばらく何もしていませんので、会員に心当たりのあ
るかたがおられましたら応募を考えたいです、後
ほど理事会にて諮ります。
・希望の風奨学金の案内がありました、一人5000
円ですがこれも理事会にて諮ります。
・RACより例会案内がありますので時間のつく方は
参加をお願いします（別紙）
　最後になリましたが、1年間よろしくお願いいた
します。

委員長方針発表

福井県内ＲＣ例会日 無印：１２：３０－開始 Ｋ　：１８：３０－開始 Ｌ　：１９：００－開始

武生府中ＲＣ(越前たけふ農協会館)
勝山ＲＣ(勝山市民活動センタ－) 大野ＲＣ(大野商工会議所会館) Ｌ 敦賀西ＲＣ(ニュ－サンピア敦賀)
武生ＲＣ(武生商工会館) 敦賀ＲＣ(福井銀行敦賀支店)

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) 金曜日 福井あじさいＲＣ(ﾎﾃﾙﾘﾊﾞ-ｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ)木曜日 福井ＲＣ(ユア－ズホテル福井)

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-)
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) 福井西ＲＣ(ﾊﾞ-ﾄﾞｸﾞﾘ-ﾝﾎﾃﾙ･ﾚｼﾞ-ﾅ)Ｌ 福井水仙ＲＣ(福井パレスホテル)

三国ＲＣ(三国観光ホテル)

結　婚　祝　い

誕　生　祝　い

勤　続　表　彰
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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7月のレートは、1ドル＝110円です
（7月レート適用は、7月1日（金）以降に弊局口座へ着金対象）

編集：クラブ広報委員会

2018～2019年度会長　酒井　芳則 クラブテーマ：和をもって貴しとする
２０１8～２０１9年鯖江ロータリークラブ会長方針

2018～2019年度鯖江ロータリークラブ会長方針
　　クラブテーマ：和をもって貴しとする
　2018～2019年度会長　酒井　芳則　
　18-19年度のRIバリーラシン会長のテーマBE 
THE INSPIRATION（インスピレーションになろう）
ロータリーは先駆けて実践しようです。インスピレ

ーションって何だろう、今までいろんな解釈がありますが、前刀根ガバナー
様の言われた、「人の心に火をつけるリーダーになろう、ロータリーの心を
奮い立たせよう、会員のモチベーションを高めよう」という事が当てはまると
思います。
　2650地区中川基成ガバナーは、ロータリーを学び、実践し、発信しよう；
Enjoy Rotaryと提唱されました。ロータリアンは、世界で、地域社会で、そし
て自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むために、人びとが手を取り
合って行動する世界を目指しています。
　私たちのクラブは2018年1月より合併した45人の組織としての活動を始
めました。会員の思いはそれぞれあるものと感じておりますが、鯖江ロータ
リークラブの親睦と活動を通して和を図り、温故知新、充実した楽しめるクラ
ブになるように、クラブの活性化・奉仕活動の奨励・公共イメージの向上の
推進をいたします。
　会員皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
・運営方針
　地域に根づいたロータリーの活動・親しまれる活動・あこがれる活動・規
律ある楽しいクラブ・例会の充実とロータリー会員としての知識向上に努め
ます。
1.　鯖江ロータリークラブの魅力は奉仕活動を通し市民にアピールをしま
　　す。
2.　奉仕活動は健康スポーツ吹き矢を通し発育障害児の支援を、他団体　
　　と共同活動をします。（育成会・鯖江ライオンズクラブ・王山ライオンズ
　　クラブと協同）
3.　会員地域の広がりを踏まえて、会員の活動力を推進して会員５名拡大
　　に努めます。（元北クラブとの合併で、地域が広がる）
4.　教育支援と子供識字率の向上を願い、前年に続きメガネレンズの寄贈
　　をします。「夢の架け橋、アジア太平洋プロジェクト」は、前会長・幹事の
　　ご貢献により世界に拓かれた道であります。これは単にレンズを贈ると
　　いうことではなく、世界を見る良い機会だと考えています。多くの皆さん
　　とご一緒に、バリへ行って楽しみましょう。

幹　事　報　告
牧野　友美　幹事
①2018～2019年度クラブ活動
報告書が完成し、皆様に配布い
たしました。ご一読いただき、ご確
認よろしくお願い致します。
②本日のプログラムは、会長方針

発表です。来週（13日）と、再々来週（27日）の例会で各委
員長より順次、委員長方針発表をしていただきますので、
宜しくお願い致します。尚、7月27日に予定しておりました
クラブアッセンプリーは、ガバナー補佐のご都合により、
7月20日に変更となります。
③峰田会員が退会されました。それにより、峰田会員にお
願いするはずの委員会分担表に空席があります。その部
分を田村会員にお願いいたしました。（監査副担当・職業
奉仕副委員長）また、各委員会の空白部分ですが、会計副
委員長は小部会員、クラブ奉仕副委員長は梅田会員とな
りましたので、宜しくお願い致します。 　

5.　60周年（準備設立）の歴史を顧みて、みんなで祝おう明日のRCに
　　理事会に於いて実行委員長を決めさせていただき、60周年にどのよう
　　な事業をやるか、考えていただきたいと思います。私の1年では大した
　　ことはできませんが、皆さんがRCとしての誇れる時間を共有し、楽しん
　　でいただけるよう尽力致します。
・会長の想い
1.　役員分担表：理事の皆様には、会長経験者の方を多く選んでおります。
　　そして、副委員長には旧北クラブの皆さんにお願いしました。旧北さん
　　から、馴染むために役員には1年間就けないでいただきたいとのご要
　　望通りさせていただきました。
2．　会員の半数の方は、会長経験者であります。残りの方はロータリー歴が
　　浅い人が多く、育てていかねばと思っています。また、昨年度会長の方
　　針通り、女性会長も夢ではありません。しかし、ガバナー輩出迄はとも思
　　っています。奉仕プロジェクトに、窪田健一委員長・梅田吉臣副委員長
　　をお願いしており、是非若い人にご指導いただけるよう期待する想い
　　からこのような形を取らせていただいております。
3.　田村会長の時は「好意と友情の握手」で、意思疎通をはかりました。大
　　島会長の時は「私のRC,僕のRC,みんなのRC」と題して、2分間スピーチ
　　という形で皆さんの想いをしゃべっていただきました。私は、そういう事
　　をまだ思いついていませんが、皆さんの意思疎通ができるような事を
　　考えようと思いますので、皆さんよろしくお願いします。
4.　年間プログラムは、例年通り書かせていただきましたが、皆さんの中で、
　　委員会の中で、ご希望（移動例会等）がありましたらおっしゃっていただ
　　き、楽しい例会にしたいと思います。
5.　家庭会合班分けについて、北クラブと合併した半年間は鯖江と旧北ク
　　ラブに分かれて家庭会合をしておりました。今年は家庭会合のチーフ
　　に、経験豊富な旧北クラブの会長経験者の方になっていただき、ロータ
　　リーの事を教えていただきたいと思っていますが、テーマや場所につ
　　いては、それぞれのチーフの裁量でよろしくお願いします。
6.　ガバナー賞について、①クラブ活性化部門②奉
　　仕活動部門③公共イメージ向上部門を、それ
　　ぞれ部門長のもとで達成をお願いします。
　　　最後になりましたが、皆様とともに頑張って
　　いきたいと思いますので、どうか皆様のお力添
　　えをお願いいたします。
　　　どうか宜しくお願い致します。

酒井　芳則　会員
牧野　友美　会員
西尾　俊一　会員
大橋　良史　会員
黒田　敏夫　会員
小部　隆充　会員
岩尾　顕治　会員
清水　康弘　会員
深見　泰和　会員
田村　康夫　会員
佐野　直美　会員
幸道　森市　会員
野呂　和夫　会員
笹尾　昌敬　会員
梅田　吉臣　会員
窪田　健一　会員
桑原　重之　会員
野中　敏昭　会員
小淵　洋治　会員

会員皆様の力添えの元1年間会長させていただきます。よろしくお願いいたします。

一年よろしくお願いいたします

新しい年度に入りました。よろしくお願いいたします

新年度もよろしくお願いいたします

　〃

　〃

　〃

新年度の門出を祝して

酒井新会長頑張ってください

スタート例会欠席予定が参加できてよかったです。今年度もよろしくお願いします

新しい年度を迎えて　酒井会長、牧野幹事の下仲良く進みましょう　誕生祝を頂き

さぁ本番です。会長幹事よろしくお願いいたします

酒井会長牧野幹事の年度大いに期待しています

酒井会長　牧野幹事一年間よろしくお願いいたします

　〃

酒井会長牧野幹事1年頑張ってください。船出をお祝いします

酒井会長牧野幹事ご苦労様

　〃

大島さん川手さんご苦労様でした。酒井さん牧野さんご苦労様です。

小計 ￥ 54,000　　
累計 ￥ 54,000


