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幹 事 報 告 等
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  酒井  芳則    前会長
　まずもって皆様に厚く
御礼申し上げます。1年間
大変お世話になりありが
とうございました。1名も
退会者なく清水会長に引

き渡すことが出来た事は、非常に有難く思ってい
ます。今年度は60周年記念事業という重要な課題

前年度会長・幹事挨拶

「奉仕の理想」

幸道　森市
　ソング副委員長

点鐘：12:30

ロータリーソング

役員引継ぎ
会長・委員長方針発表 ガバナー公式訪問 委員会方針発表

新旧会長幹事　バッジの交換

新年度会長挨拶
  清水  康弘    会長
　とうとうこの日がやって
きてしまいました。60周
年の記念の年に私なんか
でよいのか？と思います
が一年間精一杯務めさせ

ていただきますので皆様宜しくご協力のほどお願
いいたします。
　皆様にどう思われているのか知りませんが　私
の性格はいい加減で何とかなるだろうと気楽な考
えで物事を進めてしまうので、皆さんにご迷惑をか
けてしまうかもしれません。そんな時でも温かく見
守っていただくようお願いします。
本日欠席している酒井幹事のことですが先月半ば
に頸椎の手術をされたのですが術後は順調でもう
２～３日で退院する予定だそうです。瀧が花副幹
事も今日欠席なので幹事代行を野中次年度にお
願いしております。
　本日は最初の例会ですので例年に倣い昼食後、
会長方針発表の後、委員長の方針を発表していた
だきます。順番は先日のクラブアッセンブリーで行

地区委員委嘱状

ロータリー情報委員会
桑原　重之　委員

R A C 委員会
酒井　雅憲　委員

ガバナー賞　披露

2018-19年度
ガバナー賞
公共イメージ向上部門
鯖江ロータリークラブ

ったように事業報告書の順番で進めていきますの
で宜しくお願いします。
　結婚・誕生・勤続表彰も来週ガバナーからお渡
し頂けるようお願いしてあります。
　先日の鯖江市議会議員選挙におきまして帰山
会員の上位でのご当選本当におめでとうございま
す。元会員の平岡さんもご当選されました。よく卓
話に来ていただいている田中良幸さんは残念でし
たが、また卓話に来ていただけるとうれしいな、と
思います。

がございます。みんなで頑張って、鯖江ロータリー
クラブをまとめて行っていただきたいと願っており
ます。1年間いろいろお世話になり、ありがとうござ
いました。

  牧野  友美   前幹事
　当初始めたころは、会
長がナビなしでジェット機
で飛び出してしまい、皆さ
んに撃墜されてしまった
のが、何とか皆さんにご厚

情頂きながら1年過ごすことが出来ました。本当に
心から感謝しております。どうもありがとうございま
した。

幹　事　報　告
野中　敏昭　副会長
　2019-20年度クラブ
活動報告書を作成しま
したので、修正等ござい
ましたら、自己申告してく
ださい。

　例会終了後、第1回理事会を開催いたします
ので、役員・理事の方は速やかに事務所へ移動
よろしくお願いします。

会場：４階大ホール
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清水　康弘　会員
笹尾　昌敬　会員
野中　敏昭　会員
帰山　明朗　会員
幸道　森市　会員
牧野　友美　会員
小淵　洋治　会員
窪田　健一　会員
酒井　芳則　会員
野呂　和夫　会員
岩尾　顕治　会員

一年間よろしくお願いいたします

清水丸の新しい船出に期待して

清水会長頑張ってください　よろしく

今年度清水会長のスタートをお祝いして　私事ですがよいことがありました。ありがとうございました。

会長　幹事一年ご苦労様です

前年度ありがとうございました。今年度期待しています。よいことがありました。

清水会長　ご苦労様です

新役員の皆様ご苦労様です。旧役員の皆様お疲れ様です。

新年度清水会長船出をお祝い申し上げます

清水会長　酒井幹事に期待して

〃

会　長　・　委　員　長　方　針　発　表

佐野　直美　会員
堀江　邦旺　会員
桑原　重之　会員
黒田　敏夫　会員
園　　幸雄　会員
西尾　俊一　会員
深見　泰和　会員
小山　俊明　会員
木村　明　　会員
岡本　圭子　会員
増永　英彦　会員

清水会長　酒井幹事に期待して

〃　帰山会員ご当選おめでとうございます

新年度を迎えて

〃

〃

今年度はプログラム委員長をさせていただくことになりました。皆さんのご協力お願いいたします

今年は多く出席します

今年度は多く出席するぞー

今年度もよろしく

〃

早退します

日本事務局からのお知らせ
2019年7月のレートは、1ドル＝108円です
（7月レート適用は、7月１日（月）以降に弊局口座へ着金対象）

清水　康弘　会長　方針発表
　『心で繋がろう』
基本方針
　我が鯖江ロータリークラブは本年６０周年を迎
える伝統のあるクラブです。
２０１８年１月には、鯖江北ロータリークラブと合

併し、再スタートを切りました。
　本年度は、心の繋がりの強いクラブになろうという方針のもと、活動と親
睦を通して、充実した楽しい鯖江ロータリークラブになれるよう努めてまい
りたいと思います。
　そのためには、相手のことを尊重し心遣いをもって接することを実践し、
相手のことを理解しながら活動することで、クラブを活性化していかなけれ
ばなりません。また、奉仕活動を通じて地域の方たちとの心のふれ合いの大
切さを実感できるクラブにしていきたいと考えています。
　近年、核家族化が進み、先達を敬う心や家族を思いやる心が薄れてきて
いるように感じます。また、教育の在り方も時代と共に変わり、自分自身を守
ることに重きを置くようになり地域の人 と々の共存意識を軽んじるような世
相になっているように思えます。高齢者や青少年にとって不安な世の中にな
っているのも、こういったことが原因のひとつかも知れません。
　こういう時代こそ、日本の素晴らしい心の文化を今一度真剣に考え、令和
元年にふさわしい　心の繋がった鯖江ロータリークラブ　に発展できるよ
う努め、社会平和に貢献できるようこの一年を全うしたいと思っております。
　会員皆様のご指導ご協力を宜しくお願い致します。
運営目標
　・６０周年記念式典、記念事業の全員参加
　・例会出席率の向上　楽しい例会、メイキャップ推進
　・同好会を含めた懇親の場を増やす
　・クラブ及びＲＡＣの会員増強

各委員会事業計画
S.A.A　牧野　友美　委員長
　基本方針：君子和而不同。小人同而不和、自由で
明るい例会づくりのお手伝い。
　活動方針：意見を聞きながら座席づくり。ロータ
リーソングのサポート。食事の手配。

会計　酒井　優嘉　委員長
　基本方針：予算の有効な使用を図る。
　活動方針：会費等の徴収を早期に行い、会計記
録を明確にする。
　
職業奉仕　黒田　敏夫　委員長
　基本方針：職業奉仕理念の理解をより深めると
共に、職業理論の向上啓発に努める。

　

　活動方針：職業奉仕についてのアンケート実施。関連卓話の実施。

国際奉仕委員会　野呂　和夫　委員長
　基本方針：特に2020年の東京オリンピック開催
を目前に、国際交流に関して日本全体が盛り上が
る中、クラブの活動としても国際貢献できるような
事業を目指す。
活動方針：関連卓話依頼。地域で働く外国人と交流

できるような事業の開催。海外クラブとの交流。

青少年奉仕委員会　窪田　健一　副委員長
　基本方針：ローターアクトクラブの活動支援
　活動方針：60周年記念式典の支援。新旧会員6
名を目指す。ローターアクトの例・総会への出席。ラ
イラへの派遣。

会員組織委員会　笠原　昌示　副委員長
　基本方針：多様性のある柔軟な会員組織にする。
　活動方針：ロータリーの持っているリースを活用
し、地域に発信する。会員自身の人脈により、各種
団体、会社等の中にユニークな人材を模索する。絶
えずアンテナを張っておく。

会員増強　笠原　昌示　委員長
　基本方針：一緒にロータリー活動をできて楽しい人を増やす。手に手を取
って会員増強。
　活動方針：河和田地区の若手を増やす。ロータリーの楽しさをPR.会員へ
の声かけ。

会員選考　深見　泰和　委員長
　基本方針：職業会員増強を推進し、適正な職業
分類を図る。
　活動方針：会員が推薦されたすべての人を個人
的な面から検討して、その人格、職業及び社会的地
位並びに一般的な的確性を調査し、その見解を理

事会に報告する。地域における有意義な職業を調査し、会員増強を図る。

ロータリー情報　小淵　洋治　委員長
　基本方針：ロータリー情報を適宜・適確に会員に
伝え理解を深める。
　活動方針：新入会員に対し、ロータリーを十分に
理解していただくため、インフォメーションを時間を
かけて十分説明し理解してもらう。当クラブとしての

役割分担及び義務的行為を理解してもらう。RIや地区ガバナー事務所から
の報告を伝える。ロータリーの友、ガバナー月信掲載の特別記事を読んでも
らうようにする。


