
Sabae Rotary Club
鯖江ロータリークラブＲＩ第2650地区

創立１９５９年１０月２日　  承認１９５９年１０月４日 http://sabaerotary.com/

四つのテスト

真実か どうか
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

⓵

⓶

⓷

⓸

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 ー タ リ ー ソ ン グ
僕のRC、私のRC ,みんなのRC
会 長 の 時 間
幹 事 報 告 等
閉 会 点 鍾

鯖江商工会議所３階中会議室

できることから始めてみましょう

出席率78.5％

点鐘：12:30

第2827回
12/1(金)

第2829回
 12/15(金)12月第2例会12月第1例会

第2827回
12/1(金）

例会報告

第2828回
   12/8(金) 12月第3例会

点鐘：18:30点鐘：12:30

川上　勝義　会員
　大勢の前で話をするの
は、30年ほど前に話をし
ないといけない時以来で
す。RCに入り、約1年が過
ぎましたが、何一つ身に

ついていないうえ、出席日数が少ないことをお詫
びします。これからも諸先輩方に見習って、頑張っ
てまいりますので、皆様のご指導ご鞭撻をどうか
よろしくお願いします。

僕のRC,私のRC,みんなのRC

ロータリーソング
「奉仕の理想」

瀧谷　えみ子
ソングリーダー

 会 長 の 時 間

大島　恒彦　会長
　1月25日（土）2019年
ＲＩ規定審議会制定案
提出に関する地区決議
会と地区指導者育成セミ
ナーに出席して参りまし

た。クラブ提出制定案は敦賀ロータリークラブか
ら５案提出され、賛成多数で可決されました。
　地区指導者育成セミナーは、テーマが4項目あ
り、テーマに沿ってグループディスカッションを行
いました。私のグループは8人で、会員数が30～
35人位のクラブの会長が集められたようでした。
最初のテーマは、半年を振り返り当初の事業計画
どおりに運営されているかの設問でした。グルー
プ内の発表では、粗計画どおり運営をしてきてい
るが、会員増強だけが思うように進んでいないと
の答えが多く聞かれました。一方、全体発表で会
員数が70名を超えるクラブは、会員の年齢層の
バランスもよく、会員増強には苦労していない、増
強はあまり考えていない、増強よりも会員の資質
の向上を目指して行きたい等の回答でした。
会員の増強を考えているのは会員数が35人位ま
での比較的小規模なクラブが多いように感じまし
た。
　次に合併の話が出ました。あるクラブは「30名
体制の中で、会員の高齢化が進みクラブが立ち
行かなくなるのではないかと心配している。近隣
クラブとの合併も考えているので旬の話を聞かせ
てほしい」等の質問が有りました。私から両クラブ
の歴史や関わりを説明しました。
　次に財団補助金についての話が出ました。財
団補助金には地区補助金とグローバル補助金が
有る事はご存じのとおりですが、2650地区は地
区補助金の申請締め切り時期が早いので、事業
計画が出来上がっていない前年度中に申請をし
ないと間に合わない、これを是正してほしいとの
提案が有りました。私も同感です。また一方で、グ
ローバル補助金を申請するクラブが増えてきてい

会 長  挨 拶

臨  時  総  会
「合併合意」

鯖江北RCとの合同夜間例会
「合併調印式」

会場：「神明苑」

ます。クローバル補助金には条件があり、①予算
規模が30,000ドル以上②ホストとスポンサー2ヶ
国のクラブの合同事業、以上をクリアーしないと
いけないので難しい事もあり申請するクラブが少
なかったのですが、「ロータリー：変化をもたらす」
の本年度ＲＩ会長のテーマの下、チャレンジをさ
れるクラブが増えてきたものと推測します。ちなみ
にグローバル補助金の申請は、いつでもできる事
になっています。
　鯖江クラブは地区補助金を申請し「夢の懸け橋
アジア太平洋プロジェクト」インドネシアバリ島の
子供達、学生達の教育支援、識字率の向上のため
メガネフレームを寄贈する事業を行いますが、こ
の事業は北海道2500地区から支援要請があり、
バリ島の日本名誉領事万亀子・イスカンダールさ
んの仲介の下、現地のタマンＲＣ、タクＲＣがホ
ストクラブとなって頂き事業を進めて行くことに
なりました。この間、川手幹事が中心となり2500
地区そして海外ＲＣとのやり取りを行ってもらい
ました。特に海外ＲＣとのやり取りは、考え方や思
いの違いが有り交渉に時間がかかり大変だった
と思います。ご苦労様でした。軌道に乗ってきまし
たので、これから奉仕プロジェクトの部門長帰山
さんと国際奉仕委員会委員長の深見さんに、記者
発表、現地での贈呈式等の準備を進めて頂きた
いと思います。宜しくお願いします。このような事
業はおそらく初めてだと思います。今回の経験を
活かし、今後も海外のＲＣと連携し、グローバル
補助金を申請できるような事業を行う事が出来
れば鯖江クラブがもっと魅力あるクラブになって
いけるものと思います。
　最後に中・長期戦略計画の取り組みに関してで
すが、地区からも取組・進捗状況の確認をされま
した。本年度基本方針に4項目の中・長期戦略計
画を掲げ取り組んできていますが、その中の一つ
「50名体制の早期実現」が合併の効果や新入会
員の増強により現実味をおびて参りました。
目標達成のため、後半は会員の増強により一層
力を注いで行きたいと考えておりますので、皆様
のご理解ご協力をお願い致します。

卓話

テーマ
年  次  総  会

「救命救急の最近の動向について」
鯖江丹生消防組合　指導救命士

木  水　誠  二   様
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小計 ￥     31,000　　
累計 ￥   538,000

にこにこＢＯＸ報告

日本事務局からのお知らせ
2017年12月のレートは、1ドル＝112円です
（12月レート適用は、12月1日（金）以降に弊局口座へ着金対象）

編集：会報委員会

次々年度会長　候補者指名  発表
大島　恒彦　会長
　11月24日の次々年度会長指名委員会を開催しま
したところ、清水 康弘 候補者を満場一致で推薦する
ことに決定しましたので、ご報告いたします。
なお、12月8日の年次総会の席で会員の皆様に承認

を求めますので、1週間じっくりお考え下さい。

次年度理事候補者　発表
酒井　芳則　副会長
　鯖江RC定款により、理事は現会員の中から選ばれ
るという事項により、理事及び会計、副幹事候補者を
指名させていただきます。
理事者6名：窪田 健一 会員、 堀江 邦旺 会員、 幸道

森市 会員、 帰山 明朗 会員、 瀧ヶ花 秀晃 会員、 吉田 俊博 会員。 会計：大橋 
良史 会員。 副幹事：酒井 雅憲 会員。
12月8日の年次総会にて、承認を求めたいと思いますので、よろしくお願いしま
す。　

合同合併協議会における経過並びに包括合意までの
結果報告
帰山 明朗 合併協議会事務局担当
　合併協議会での合意・確認事項について　
＊鯖江・鯖江北RCの会員10名からなる合併協議会
にて、7/26・9/5・10/18・11/7の計4回の協議会を

開催、以下の通り合意し確認しました。
＊確認合意事項
①鯖江RCと鯖江北RCは、鯖江RCを合併存続団体、鯖江北RCは合併解散団体
として合併する。
②合併後のクラブ名称⇒鯖江ロータリークラブ
③RI承認年月日⇒鯖江RCの1959年10月30日
④クラブ定款・細則等の作成⇒鯖江RC定款・細則
⑤新クラブの所在地⇒鯖江RC所在地　鯖江商工会議所3階
⑥例会場および例会時間⇒毎週金曜日12時30分から1時間

幹　事　報　告
川手 博明　幹事
　本日は、定例理事会で
す。議案が10本あり、少
々長くなると思いますが、
1つ1つが大事な議案で
ございますので、理事の

皆様は例会終了後事務局へお願いします。
　12月15日は、神明苑に於きまして鯖江北RCと
の合併調印式合同夜間例会を行います。調印が
なされ、地区に正式報告を発信します。と同時に、
村上RCと楊梅RCにも合併しました事を発信させ
ていただきます。
　年明け1月8日には、年賀祝賀会と合併祝賀会
を併せてさせていただきます。詳細につきまして
は、理事会にて決めさせていただきます。

⑦合併後のRC歴⇒鯖江北RC会員は合併後も鯖江北RC歴を足したものが当該
　会員のRC歴となる
⑧合併後の役員等選出について
　・次々年度会長、次年度理事・会計・副会長は、現在の鯖江RCより選出。それ
　以降は合併後のメンバーで選出。
⑨会員総会での合併承認について
　・鯖江北RC：11月22日⇒全員一致で承認
　・鯖江RC：本日12月1日⇒全員一致で承認
⑩合併契約書の取り交わし⇒両クラブでの会員総会にての合意を取り付けた
　のちに12月15日を合同夜間例会とし、その場で両会長にて契約書を取り交
　わす。
⑪2020年に鯖江北RC担当予定「I.M.ホスト」について
　・鯖江北RCにて、担当翌年のホストクラブ勝山RCと協議の結果、勝山RCが繰
　り上がることを承知していただいた。（10月28日I.M.会長会議にて、了承）
⑫合併後の地区内他クラブへの周知
　⇒県内RCには、文章にて鯖江RCより報告連絡、地区内県外RCには冊子
　「ガバナー月信」掲載なども視野に入れる。
⑬鯖江RC姉妹クラブの村上RC,楊梅RCには合併する旨を文章にて報告。
⑭鯖江北RC姉妹クラブの尼崎東RCとの関係⇒継続する。1月以降理事会にて
　協議。
⑮RI提出の合併申請書手続き行う
⑯事務職員⇒1名：鯖江RC現事務局員を継続雇用する。
⑰鯖江北RC実施の奉仕事業
　・丹生高校の就職希望生徒模擬面接事業⇒継続
　・吉江学園での奉仕事業⇒取りやめ
　・「鯖江こころの電話」に関する奉仕事業⇒取りやめ
⑱合併後の鯖江北RC会員の委員会・家庭会合の振り分け
　・委員会は鯖江RC幹事に於いて適宜振り分ける
　・家庭会合班は、今年度のみ鯖江北RC会員メンバーで新班を作る

＊12月15日に交わされる「合意契約書」について、別紙にて公表されました。

臨時総会よろしくお願いいたします

再来週はいよいよ合併調印です

11/26池田町へのそば打ち体験ありがとうございました。12/15合同夜間例会よろしくお願いいたします

親睦会で佐野委員長にお世話になりありがとうございました

親睦会にて楽しく過ごせました　佐野委員長ありがとうございました。本日次年度理事者を指名させていただきます　よろしくお願いいたします

先日のそば会、佐野委員長に大変お世話になりました。ありがとうございました。

今年もあと1か月を切りました。頑張りましょう

結婚勤続　今年も無事ダブルでいただいて

誕生祝を頂いて

誕生祝を頂いて

大島　恒彦　会員

川手　博明　会員

佐野　直美　会員

大橋　良史　会員

酒井　芳則　会員

窪田 　健一   会員

深見　泰和　会員

幸道　森市　会員

堀江　邦旺　会員

清水　康弘　会員

臨  時  総  会 「合併合意について」

結　婚　祝　い

木村　　明　会員
幸道　森市　会員

誕　生　祝　い

堀江　邦旺　会員
清水　康弘　会員
野中　敏昭　会員

勤　続　表　彰

大島　恒彦　会員
幸道　森市　会員
園　　幸雄　会員


