
2015-2016 SABAE ROTALY

■第２７１４回例会報告■第２７１４回例会報告■第２７１４回例会報告■第２７１４回例会報告　2015年7月10日■鯖江商工会館 ３階 中ホール 出席率85.7％(出席者数 24名)　2015年7月10日■鯖江商工会館 ３階 中ホール 出席率85.7％(出席者数 24名)　2015年7月10日■鯖江商工会館 ３階 中ホール 出席率85.7％(出席者数 24名)　2015年7月10日■鯖江商工会館 ３階 中ホール 出席率85.7％(出席者数 24名)

    

　

1

2 理事会を先週開催。ガバナー公式訪問の打合せ・ローターア

クトクラブへの補助・今年度新たに立ち上げたホームページ

作成内容等について協議。HPに会員名簿の詳細な住所を載せ

ない、ニコニコの金額を掲載しない事等を決定した。

3

川手博明 青少年奉仕委員長

　先週開かれた、RAC例会・総会 【基本方針】　

について、報告する。メンバー あらゆる機会を利用しロータリーの魅力を

数をこれ以上減らさない。1人2 発信する

人でも増やす。予算、人的にバッ 会員にロータリー情報を伝達し、共有化を

クアップしていくことと、会員 目指す

増強に繋がる事業を実施すること 【活動方針】

を確認。財務的なことは、決算終了後検討する。 1.クラブの活動情報をマスコミ及び地域に発信する

2.クラブ内の連携や活性化に繋がる情報発信を行う

酒井 芳則 社会奉仕委員長 3.当クラブの記録を残す

　7月25日開催の第42回やんしき

祭りにて、子供コンテストを開催

する。当日、16時30分までに集合

願いたい。準備の手伝い、もしく 【基本方針】　

は浴衣を着て踊ってほしい。 例会の出席率の向上を図る

　7月12日(日)13時30分から、福 【活動方針】

井県伝統芸能祭が池田町で開催される。進徳・吉 1.掲示板にて出席状況の告知

川小学校の約20名が、子供の部で踊る。ぜひ、見 2.会員の勤続表彰（毎年第一例会）

に行ってほしい。 3.年間の出席優秀者表彰（最終例会時）

　鯖江高校生の就職模擬面接会を8月6日(木)12時

45分高校前集合でお願いしたい。

を2階役員会室で開催。委員長、役員等の出席をお願いする。

１２：３０～
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中野社会保険労務士事務所　中野　和信　氏

 　福井西RC所属で、ＩＭ実行委

 員長の私、林と久保田次年度幹
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点 鐘

四つのテスト

会長の時間

幹事報告等

例会終了後、林田ガバナー補佐によるクラブアセンブリー

て訂正点があるが、決算後改めて修正予算を報告する。

3位当選の福野さんは、ネットによる運動が中心で、選挙

　先日の鯖江市議選で、当クラブの平岡・帰山両会員が

鯖江市・自分のため、RCにおいても頑張ってほしい。

　本日のお客様を紹介する。最初に林田恒正様。丸岡RC所

 林田 恒正 ゲスト　 林　逸男 ゲスト   久保田美紀 ゲスト

の「(予定)」を削除。② 事業計画3と4の年間例会計画並び

にカレンダーの例会回数を別紙により訂正。③ 予算につい

　3日(金)、RAC初年度例会・総会に大橋幹事、川手RAC委

委 員 会 基 本 方 針 発 表
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委員長方針発表

見事当選。立派な成績で誠にめでたい。今後とも頑張って

員長と出席した。詳細は、川手委員長から報告願う。

活動報告書の記載内容の訂正とお詫びに関する文書を配布し

た。訂正箇所は、① クラブ概況報告1の2)IMホストのところ

ほしい。他方、選挙は蓋を開けてみなければわからない。

属。現在、国際ロータリ第2650地区ガバナー補佐。後ほど、

挨拶と卓話をお願いする。次に、林逸男様と久保田美紀様。

今度ＩＭ担当になる、福井西RC所属。

らの選挙戦は、戦い方が変わってくると思う。両会員には、

カーは使わない独自の選挙戦だったと聞いている。これか

 お願いしたい。

 事の二人で伺った。

 　開催テーマは、愛(母性的)で

 世界にプレゼント。～ロータリ

 アンとして～。開催日時は、本

 会議が10月17日(土)13時～・於

 ：ハートピア春江。懇親会が、

 同17時～・西隣の春江体育館。

 　内容は、女性にこだわった基

 調講演やトークディスカッショ

 ンを準備している。

 　貴クラブの全員登録を何卒、
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【基本方針】　

米山奨学生制度への参加　

出来れば地区補助金事業に申請する

ポリオへの寄付をお願いする

　【活動方針】

　1.財団への年次寄付目標1人180ドル以上をお願いし達成を目指す

　2.ベネファクタ－1名以上の達成を目指す 林田ガバナー補佐ようこそお越しくださいました。

　3.米山奨学事業維持のため、目標1人24,000円達成をお願いする よろしくお願いします

　4.ポリオプラス目標1人1,000円の達成を目指す 大橋　良史 〃　。クラブアセンブリよろしくお願いします

　5.ロータリ－クレジットカ－ド目標3名以上を目指す 堀江　邦旺 林田ガバナー補佐をお迎えして

　6.11月のロ－タリ－財団月間の例会時に、地区財団委員に卓話願う 佐野　直美 〃

深見　泰和 〃

窪田　健一 〃

齋藤多久馬 〃

酒井　雅憲 〃

清水　康弘 〃

岡本圭子 〃　。よいことがありました

平岡　忠昭 ありがとうございました

帰山　明朗 大変お世話になりました

　堀江先輩の後を引き継ぎ、3年目にな 橋本　政宣 早退失礼します

る。研修を4回受け､地区協議会にも出 林田　恒正 お邪魔します

席。この間、何も応援できず、力不足 福井西ロータリークラブ 　ＩＭのご案内です

を感じる。鯖江RCは、昨年、ＩＭの開

催､RAC創立40周年事業を無事終えた｡

地区から表彰を受け、とてもがっばっ

ている。 ①

　野中前幹事の言葉に｢会員増強ができ

ず残念｣とあるが、厳しい情勢の中､国

際ロータリーの課題でもある｡活動する

ためには資金が必要で､会員増強が必要

である。従来からの1業種1人について

は、柔軟な考え方になっている。出席

の形も緩やかで、Ｅクラブも全国で10

を超えた。また、1･2できる。

　そんな中、国際ロータリーのK.R.ラ

ビンドラン会長は、テーマを｢世界へのプレゼントになろう｣と掲げた。

　会長の言葉の中で印象深いのは｢人は手を閉じて生まれ、手を開いて世を

去る｣。この間、世界への贈り物、奉仕活動ができるかだと思う。これが､

生き甲斐にも通じる｡そこから｢世界へのプレゼントになろう｣がきている｡ 　7月10日(金)13時40分から、第2714回例会に引き続き、鯖江商工会館2階役

　次に今年度の中澤忠嗣ガバナー活動方針について、説明する。地区スロ 員会室で、林田恒正ガバナー補佐にも出席願い、「クラブアセンブリー」を

ーガンは、『クラブに｢個性｣と｢憧れ｣を！』。 開催しました。当クラブ役員、理事、委員長、入会3年未満の会員らが出席。

　地区の各クラブが､より個性に満ちて輝き、魅力あふれる憧れのロータリ 　最初に小部会長と林田補佐が挨拶。次に、各委員長が順に委員会方針を発

ークラブになるよう、最大限の支援をする。 表。林田補佐のアドバイス・感想等発表、質疑応答後、終了しました。

　中澤ガバナーは､京都で染色業を営んでいる。福井も繊維業が盛んなこと ② 　  　③

から､ご縁がある。考え方は柔軟で、集まる方の都合を考慮して、京都駅内

のホテルグランヴィアを会場に使用する。

　合同で公式訪問した場合、会場とならない片方のクラブには､ふらっと行

く。決して驚かないでほしい。

　今回の公式訪問の方針は､実際はクラブの個性でよい。地区に言われるの

ではなく、考えてしてほしい。個性が発揮できれば、会員増強につながる。 ④

　会長、幹事との懇談会は、ざっくばらんに本音の協議会としてほしい。

25分、ガバナーアドレス。クラブ協議会での発言は、3分未満。

　ガバナーや地区への質問は、各幹事を通して､補佐の林田へ前もって伝え

てほしい。どんなことでもよい。気になることをお願いする。

　財団への寄付、希望の風は、2650地区全クラブ出してもらった。今年も、

財団へ180ドル、ポリオプラスを2千円お願いしたい。

中澤 忠嗣ガバナー活動方針について」

13 米山委員会　窪田　健一　委員長13 米山委員会　窪田　健一　委員長13 米山委員会　窪田　健一　委員長13 米山委員会　窪田　健一　委員長

財団寄付を会員に呼びかける

委 員 会 基 本 方 針 発 表

（敬称略･順不同）

小部　隆充

感謝し報告する

岡本圭子委員長

卓話「国際ロータリー第2650地区

点鐘 12:30～ ＲＩ第２６５０地区 中澤 忠嗣　ガバナー公式訪問

国際ロータリー第2650地区ガバナー補佐 林田 恒正 氏

クラブアセンブリー開催

の様子(写真②、③、④)

挨拶する林田補佐(写真①中央)。当日

次回の例会　第２７１６回　平成２７年７月２４日(金)
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