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  酒井  芳則    会長
　本日は中川ガバナー地区方針の要点を話させ
ていただきます。（P3）ロータリーを学び、実践し、
発信しよう；エンジョイローターリーです。

会　長　挨　拶

「我らの生業」

佐野　直美
　副ソングリーダー

点鐘：12:30

クラブアッセンブリー
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
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

RLI研修第1期修了証

清水　康弘　会員

委員長方針発表 委員長方針発表

ポールハリスフェロー賞

吉田　俊博　会員

米山功労賞
卓話

鯖江ロータリークラブ

米山表賞バッジ授与
堀江　邦旺　会員
木村　明　　会員
幸道　森市　会員
田村　康夫　会員
吉田　俊博　会員
馬場　一彦　会員

米山寄付・財団寄付感謝記念品
窪田　健一　会員
齋藤多久馬　会員
佐野　直美　会員
田村　康夫　会員
吉田　俊博　会員
野呂　和夫　会員

感謝状贈呈

1.学び：人生を学ぶ場とし
て、奉仕・親睦・多様性・高
潔性・リーダーシップを尊
びながら、出会いの中で
自らをはぐくむ所。
2.実践：学び知ったことを

自から行動すること、自分の会社や各奉仕活動を
行い、自分や廻りの人々に良い影響を与えましょう。
3.発信：私たちロータリーの活動を、多くの人に伝
え、共感と賛同を広げ人生を楽しみながら共に活
動できる仲間を増やし、世の中に良い行いをしま
しょう。
　地区運営方針は（P5）から書いてあり、私たちの
クラブ活力の目標にもなります。先般も申し上げま
したが、（P9）のガバナー賞（H31.4月1日まで）を、
よろしくお願いします。RACについて、親クラブとし
て支えていきたいと思います。会員の皆様には、是
非とも1～2度の例会参加をお願いします。
　次回20日はアッセンブリーです。地区方針やRI
のバリー・ラシン会長の方針に対しての質疑応答
を木村ガバナー補佐にお願いしております。各委
員長のご出席をお願いします。なお、欠席の場合
は、必ず副委員長が出席するよう手配願います。
　お知らせ
①鯖江文化センターに1979年創立20周年記念
事業でRCが寄贈した青年のブロンズ像を、H31年
8月より32年3月末まで、耐震補強工事に入るため
倉庫に移転します。又、再設置の場所は未定です
が、館内にしていただくように伝えました。
②世界のRCはポリオ撲滅推進中ですが、ポリオ関
連の実話として、1958年にポリオに罹患した英国
人ロビン・カベンディッシュの生涯を描く、体にまひ
障害を引き起こすポリオ（急性灰白髄炎）の悲惨さ
と、障害を抱えながら懸命に生きる男性の実話を
描いた新作映画『Breathe（原題）』（邦題『ブレス  
しあわせの呼吸』が、2017年10月に米国で公開さ
れました。（日本では2018年9月7日に全国ロードシ
ョー、福井はメトロ劇場で10月20日より上映です）

　有城　律子　さん
　ロータリークラブのソ
ング伴奏をさせていただ
き、早30年過ぎになりま
す。その間に台湾旅行や
家族旅行に参加させてい

ただいたり、昨年合併した北クラブさんには、しば
らくお世話になったこともあり、懐かしい顔ぶれに
出会えて大変嬉しく思いました。諸事情により、6
月末で卒業させていただきます。長い間どうもあり
がとうございました。
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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：会報・ホームページ委員会

2018～2019年度　委員長方針
２０１8～２０１9年鯖江ロータリークラブ ＊S.A.A　

＊A奉仕プロジェクト部門（クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕）
＊B会員組織部門（会員組織・会員増強・職業分類）
＊R L I

S.A.A　小淵　洋治　委員長
　お願い①例会場の座席は、勝手に変えないでく
ださい。欠席かどうかが分からなくなります。食事の
時間は自由にどうぞ。②早退の人は、卓話の最中に
席を立たず、始まる1分前には出てください。③携帯
はマナーモードでお願いします。
A奉仕プロジェクト部門　
クラブ奉仕委員会　窪田　健一　委員長
　①タマンRCへメガネレンズを贈る為、10月頃バ
リへ伺うので、できるだけの参加をお願いします。
②就職模擬面接：22日丹生高校（30名ほど）・23日
鯖江高校（10名ほど）12：45集合ですので、皆さん

のご参加をお願いします。③吹き矢を通して発達障がい児の育成支援を
9/8に行います。皆さんのご協力をお願いします。
職業奉仕委員会　木村　明　委員長
　職業奉仕の基本理念について学び、認識を高め
る：とありますが、皆さんの日々の暮らしにされてい
ると思います。1月の職業奉仕月刊での卓話を考え
ております。
社会奉仕委員会　野中　敏昭　委員長
・8月に丹生高校と鯖江高校の就職模擬面接を行
いますので、どうか皆さんのご協力をお願いします。
・吹き矢を通して、発達障がい児の育成事業を9月
8日(土)に行います。

B会員組織部門
会員組織委員会　堀江　邦旺　委員長
　会員組織委員会の部門は、会員増強委員会・会
員選考委員会・ロータリー情報委員会・RLI があり
ます。基本方針は、「多様性のある、柔軟な会員組織
にする」です。現在の会員状況により、多くの職業奉

幹　事　報　告
牧野　友美　幹事
①バリ・タマンRCより7月中のお誘いの件：7月中
では日程が厳しいので、10月頃に訪問予定。
②訪問団の件：酒井会長と共に訪問メンバーを集
める。連絡調整は、川手前幹事に依頼予定。
③ガバナー補佐クラブアッセンプリー日程変更の

件：当初7月27日を7月20日に変更。
④60周年記念事業の実行委員長任命の件：前回の理事会で会長・幹事一
任という事を受けて、幸道森市会員に依頼し承認を得た。
⑤会員がローターアクト例会参加の件：ロータリークラブ会員全員が一度
はローターアクト例会に参加してほしい（青少年奉仕委員長一任）
⑥市長及び福井新聞表敬訪問の件：7月9日13：30～鯖江市長表敬訪問・
15：30～福井新聞鯖江支局訪問。
⑦8/22丹生高校・8/23鯖江高校就職模擬面接の件：社会奉仕委員長を
中心としてメンバー募集し、鯖江市まちづくりサポートの方と参加予定。
⑧第1例会卓話の件：特に会長経験者に依頼するが、テーマはそれぞれに

　

仕の方が入会していただくような、有益な情報が飛び交うような組織にして
いく事が重要かと思います。会員増強は、会で謳っても集まりません。会員個
人の人脈がどのように活きるかが大事と思います。そこで活動方針は、
1.会員自身の人脈により職種、年齢、性別、国籍等の多様性を求めて、各種
団体、会社等の中にユニークな人材を模索するのが良いと思っております。
2.ロータリーの持っているリソースを全て活用し、地域に発信するのが大事
と思います。

会員増強　田村　康夫　委員長
　只今、44名の会員数です。何とか50名に増やし
たいなという思いです。先日王山ライオンズの三原
氏と話す機会があり、6月に2人入会し、7月にも2人
入会されると聞き、非常に悔しい思いをしました。
職業分類を細かく見直して、入ってくれそうにない
職種も当たって行こうと思っていますので、どうかよ

ろしくお願いします。
会員選考（職業分類）　齋藤　多久馬　委員長
　適正な職業分類を図るという事で、現在北クラブ
さんと一緒になって、フィールドが広くなっておりま
す。広域的観点を導入し、地域における適正な職業
分類の作成を作り、すでに会長へ提出している所で
更に精査・改善しているところです。

RLI　清水　康弘　委員長
　先週の日曜日に第1回RLIに出席して、いろんな
方とお話しさせていただき、例会でテーブルが指定
席は少ないみたいで、時々指定席で普段は自由と
いう所が多いようです。私は決まっていたほうが良
いと思っています。次回からも出席して、他クラブの

いろんな情報を伝えていきたいと思います。
　

酒井　芳則　会員
牧野　友美　会員
窪田　健一　会員
桑原　重之　会員
大島　恒彦　会員
小淵　洋治　会員
佐野　直美　会員
西尾　俊一　会員
田村　康夫　会員

皆様の激励ありがとうございました。委員長の皆様方よろしくお願いいたします。

有城さん　長い間ピアノありがとうございました。

　〃

　〃

ﾛｰﾀﾘｰ寄金財団委員長を拝命いたしました。皆様の寄付をお待ちしております。

SAAです。よろしくご協力ください。有城さん長い間ありがとうございました。

有城さん長い間ありがとうございました。さみしいです。

早退致します

有城さん　お疲れ様でした。来週ブラジルのため欠席です

小計 ￥ 22,000　　
累計 ￥ 76,000

　７月９日（月）鯖江市役所に酒井芳則会長と
牧野友美幹事が、市長表敬訪問をしました。
　牧野鯖江市長に就任のご挨拶を申し上げる
とともに、新年度の当クラブ活動方針などにつ
いて懇談いたしました。

委　員　会　報　告
帰山　明朗　広報委員長
　この「うちわ」は、7/16鯖江市陸上競技場にて
NHKラジオ体操の時に配布いたします。鯖江RC
も協賛していますので、当日朝6時に健康の為ラ
ジオ体操にご参加ください。また、配布のお手伝
いいただける方は、どうぞよろしくお願いします。
野中　敏昭　社会奉仕委員長
　8月に高校生の模擬面接を行います。8/22丹
生高校・8/23鯖江高校、どちらも12：45現地集
合です。皆様のご協力で成功させていただきた
いので、よろしくお願いします。

任せる。（ロータリーだけのテーマにしぼらない）
⑨クラブフォーラムの件：会員資質向上を目指したいため、会員組織部門の
堀江委員長に一任。（クラブの課題等をテーマに開催）
⑩事務所整理の件：旧鯖江北RCからの荷物等、棚にある資料整理を幹事中
心に行う。
⑪吹き矢競技を通して発達障がい児育成支援と対応：前年度の流れで帰山
会員に担当いただいていたが、青少年育成委員長に委任する。
⑫やっしき祭り助成の件：例年通り2万円の協賛金を支払う事が決定。


