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WEEKLY REPORT

2017-2018年度

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80％

役員引継ぎ・会長方針

アッセンブリ・ガバナー補佐

点鐘：12:30

ガバナー公式訪問
鯖江北RCとの合同例会
福井北RC　IMキャラバン

委員長方針発表

第2809回
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第2811回
 7/21(金)7月第2例会7月第1例会

第2809回
7/7(金）

例会報告

ロータリーソング

第2810回
   7/14(金)  7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

  大島　恒彦　会長
　ガバナー補佐 木村
昌弘 様。例会終了後
クラブアッセンブリに
てご指導いただきま
す。どうぞよろしくお

願いいたします。
　九州で大雨による洪水が発生して死亡
者、行方不明者が多数出ています。家屋に
も大きな被害が出ています。心からお悔や
みとお見舞いを申し上げたいと思います。
また今月初めには震度５の地震が長野、
北海道、熊本で続けてありました。近年天
災や災害が多くなりました。先日、６年前
の東日本大震災で被災された方とお話し
をする機会がありました。その時に被災後
心がけていることがあることを聞きまし
た。それは３つの満タンだそうです。
１．飲料水の満タン
　断水で飲料水が不足したので非常災害
備蓄用 2リッターペットボトル 16本常時
用意している（5年間保存出来る）（4人家族）
食べ物は2.3日無くても死にませんが、水
分は2日摂取しないと命に関わるそうです
２．お風呂の水を満タン
　断水で体を洗う事が出来なかったので
残り湯を捨てないようにしている
３．車のガソリンを満タン
　ガソリンが不足して行動できなかった
現在もガソリンが半分になったら給油する
ようしている
　日本列島何処で地震が発生してもおか
しくないそうです。皆様も充分な備えをさ
れてはいかがでしょうか。
　今年度は、「僕のＲＣ、私のＲＣ、会員
全てのＲＣ」と銘打ち、ランダムに会長指
名の会員に、ＲＣに対しての日頃抱く思
い、共感・疑問・提案等を「自己アピール」

幹　事　 報　 告
川手　博明　幹事
　クラブ報告書が完
成・配布しました。ご
一読ご確認を宜しく
お願いします。

　本日のプログラムは会長方針発表、再
来週21日、再々来週28日の例会で各委員
長より順次、事業計画等発表していただ
きますので宜しくお願い致します。
　7月14日の田中ガバナー公式訪問につ
いて。開会15分前には着座完了お願いし
ます。ガバナー訪問団は25分に入場予定
しております。ドレスコードは、ネクタイ着
用でお願いいたします。
　本日は、木村ガバナー補佐による公式
訪問前事前クラブ協議会です。例会終了
後、1時間程度の予定で行います。役員理
事・委員長の皆様、そして入会３年未満の
会員の方は、例会終了後もお時間をご予
定いただき、ご出席宜しくお願いします。
　来週はガバナー公式訪問です。会場は
4階大ホールですので、お間違いの無いよ
うお願いいたします。
　21日(金)第3例会後、第2回(臨時)理事
会を開催します。
主たる議題は、「合併発議
について」ですので、ご予定
よろしくお願いします。

酒井　芳則　会員
　大島会長のもとに
今年1年勉強させて
いただき、次年度会
長として豊かな例会
が出来るように心が

けたいと思います。大島会長は、センスと
ユーモアをお持ちの方なので、その後引
き継ぐのが大変だと感じています。自分は
ルーズな人間なので、皆様方からの助言を
いただいて頑張り、そして、世界に羽ばた
ける鯖江RCになるような心意気を持てる
よう頑張ります。よろしくお願いいたします。

というスタイルを以って、２分間スピーチ
していただくことを実践したいと考えてい
ます。アピールしていただいた意見を今年
度の運営に反映できたらと考えています。

社会奉仕委員会
　　帰山委員長
昨年からの交通安全の一環
としてラジオ体操カード発行

僕のRC,私のRC,会員全てのRC

ゲスト＆ビジターの紹介と会長の時間　
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ID2650地区2017-18年度　鯖江RCガバナー公式訪問事前クラブ協議会

2017～18年度　鯖江ロータリークラブ会長方針

できることから始めてみましょう
「クラブの改革」と「人道奉仕」　
　　　　2017～18年度会長　大島　恒彦
【基本方針】

　地球規模での紛争や災害が続く中で、ロータリーは一貫して
奉仕を通じて世界の恒久的な平和と繁栄に貢献することを目的
に活動して参りました。
　鯖江クラブも地域に根ざした奉仕活動を積極的に展開し市民
との絆を育んで参りましたが、会員の高齢化・会員増強も儘なら
ない現状を考えたとき、これまでのような活動が今後も持続可
能なのか、クラブが発展し続けていけるのか、危惧するところで
す。
　しかし、鯖江クラブは過去にガバナーを輩出した伝統あるクラ
ブであり、魅力ある会員が多い・結束力がある・事業に対する参
加意識が高い、このような強みのある素晴らしいクラブです。こ
の強みを活かしより一層輝くクラブを目指しいくために、将来像
を描き今やるべきこと今後やらなければいけないことを整理し、
英知と情熱をもって改革に取り組んで行きます。
　また奉仕に関しましては、地域社会から好評価を頂いている
事業に加えて、基幹産業であるメガネフレームを活かした海外
の子供達向けの人道的支援が出来ないものかを模索し、実行
に移して行きたいと考えています。

ID2650地区2017-18年度　鯖江ロータリークラブ　会長方針　発表

　一方でロータリーの基本である例会及び親睦事業の充実を
図って行きます。
親睦事業は人が集まります、人が集まれば会話が弾む、会話が
弾めば友情を育む、このような信頼関係の構築を目指して活動
して行きます。 　
【運営方針】
１．中・長期戦略計画
　＊強いクラブを創造するため人材の育成及び資質の向上を
　　目指します。
　＊男女会員の均衡を目標とし、早期の50名体制の実現を目
　　指します。
　＊女性会長の輩出を目指します。
　＊ガバナーの輩出を目指します。
２．教育支援、識字率の向上
　＊海外の子供達の教育支援及び識字率の向上のため、メガ
　　ネフレームを寄贈します。
３．会員ファースト
　＊明るく楽しいクラブを目指し、例会の充実と会員の満足度
　　の向上に努めます。
４．合併準備委員会の立ち上げ
　＊鯖江北クラブとの円満な合併に向けて協議を行なって行き
　　ます。

編集：会報委員会

○開会挨拶　酒井芳則　副会長
○ご挨拶　　ガバナー補佐　木村昌弘様
○委員会方針発表　司会進行：大島会長
S.A.A（代読川手幹事）、会計（岡本圭子委
員長）、

【奉仕プロジェクト部門】
「奉仕プロジェクト委員長・職業奉仕」（帰山委員長）、社会奉仕
（大橋委員長）、国際奉仕（深見委員長）、青少年奉仕(野呂委員長）
【会員組織部門】
「会員組織・会員増強」（代読：川手幹事）、会員選考（職業分類）
(代読：川手幹事）、ロータリー情報（桑原委員長）、RLI（酒井芳則
委員長）　
【ロータリー資金部門】　ロータリー基金（
米山）（代読：川手幹事）
【広報部門】クラブ広報・会報（清水委員長）
【クラブ管理部門】「クラブ管理運営・親睦」
（佐野委員長）、ニコニコ（孝久委員長）、
出席（酒井雅憲委員長）、プログラム(野中委員長）、ソング（岡本
副委員長）　以上
○ご講評　木村昌弘ガバナー補佐
○閉会　

鯖江RAC7月第1例会　
「総　会」

日　　程：7月14日（金）
登録開始：19：00
開　　会：19：30
閉　　会：21：00

会場：鯖江公民館　第一会議室 
鯖江市桜町1丁目1番16号 TEL:0778-51-3010

小計 ￥     48,000　
累計 ￥     48,000

G 補佐　木村昌弘  様

大島　恒彦　会員
堀江　邦旺　会員
小淵　洋治　会員
牧野　友美　会員
小部　隆充　会員
野中　敏昭　会員
大橋　良史　会員
岡本　圭子　会員
酒井　芳則　会員
窪田　健一　会員
野呂　和夫　会員
深見　泰和　会員
帰山　明朗　会員
木村　　明　会員
桑原　重之　会員
幸道　森市　会員
佐野　直美　会員
清水　康弘　会員
瀧谷 えみ子　会員

本日は新年度第一例会日となるクラブ協議会に参加
させていただき誠にありがとうございます。大島会長
年度のｸﾗﾌﾞの発展と皆々様の益々のご活躍を御祈
念いたします
一年間よろしくお願いいたします。
木村ガバナー補佐ご苦労様です。田村会長帰山幹事ご苦
労様でした。大島新会長川手新幹事頑張ってください。
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐木村昌弘様をお迎えして
〃
〃新執行部の皆様1年よろしくお願いします。
〃大島会長　川手幹事の船出をお祝いして
〃
〃
〃
最終例会お世話になりました　〃
新年度もよろしくお願いします。木村ガバナー補佐ようこそ
大島会長頑張ってください。　お祝いと激励です
大島会長、川手幹事一年間大変お世話になります。
本年度もよろしく
〃
新年度の出発を祝って
〃
〃
木村ガバナー補佐様をお迎えして　早退します

まちづくり基金奨励金 贈呈式

にこにこＢＯＸ報告


