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野中旧会長より
　　⇩
帰山新会長へ

バッジ交換

瀧ヶ花旧幹事より
　　⇩
佐野新幹事へ

２０２１-２０２２年度　
鯖江ロータリークラブ会長方針
クラブテーマ
『元気に～いま、
　　　　私にできることを～』

２０２１-２０２２年度　会長　帰山　明朗
　南米アンデス地方の先住民に伝わる「ハチドリの一
滴（ひとしずく）」というお話があります。

　森が燃えていました
森の生きものたちは われ先にと 逃げて いきました。
でもクリキンディという名のハチドリだけはいったりきた
り、口ばしで水のしずくを一滴ずつ運んでは火の上に落
としていきます。
動物たちがそれを見て
「そんなことをして いったい何になるんだ」
といって笑います。
クリキンディはこう答えました
「私は、私にできることをしているだけ」
　　　※「ハチドリのひとしずく」辻 信一監修より引用

　地球温暖化、戦争、飢餓、貧困・・・。私たちの生きる世
界は深刻な問題でいっぱいです。そして新型コロナウ
イルス感染症の拡大は、私たちの生活に大きな負の影
響をもたらし続けており、ともすると無力感に苛まれそ
うにもなります。今、大きな問題は「自分にできることは
何もない」とあきらめを感じ、その歩みをとめてしまうこ
とではと感じます。
　こうした無力感やあきらめなど吹き飛ばして、いま、
私にできること、クラブにできることから改めて行動を
始めていきたいです。

　マザーテレサの「私たちには大きなことはできませ
ん。ただ、小さなことを大きな愛を持ってするだけです」
という言葉があります。いま、改めて小さな一歩から大
きな思いを持ち未来へと向かいたいです。
　そうした思いで、会員の皆さん手を携え、こんなとき
こそ元気よく！こんなときでも元気よく！なにがなんでも
元気よく！楽しく！活動して、自身を家族を会社を地域社
会を“みんなの人生を豊かにするために”進んで行きた
いです。
　会員の皆様には一年間大変お世話になりますが、ご
指導とお力添えをよろしくお願いいたします。

（活動方針）
１．「新型コロナウイルス対策は安全第一で最善を尽く
　　します」　自身の健康・家族の健康・仕事（会社）の
　　健康の三つの健康を守ることを第一にクラブ諸活
　　動においても感染防止に工夫して取り組みます。
２．「親睦と奉仕の充実を図ります」　ロータリークラブ
　　が培ってきた「奉仕と親睦」「例会出席」を重んじ、
　　“ロータリーの基本を大切に、活力と輝き”あるクラ
　　ブを目指します。
３．「ロータリーの仲間を増やします」　素晴らしい伝
　　統と歴史、魅力を新しい仲間に知ってもらい共に
　　活動できる友を増やして行きたいと思います。

齋藤 多久馬   会員

佐野　直美　会員
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にこにこＢＯＸ報告
幸道　森市　会員

窪田　健一　会員

木村　明　　会員

大島　恒彦　会員

橋本　政宣　会員

孝久　治宏　会員

今日から1年間大変お世話になります。佐野幹事と一緒に一生懸命頑張ります。よろしくお願いします

帰山年度がスタートします。幹事として多々ご迷惑をおかけすることと思いますがよろしくお願いいたします。

帰山会長　佐野幹事の船出と安全を祈念して。一年ありがとうございました。

帰山会長　佐野幹事と共に頑張ります。

昨年度はありがとうございました。帰山会長、佐野幹事一年間頑張ってください

帰山会長　佐野幹事の船出を応援して

帰山会長の船出に

新しい出発を祝して

帰山　明朗　会員

佐野　直美　会員

野中　敏昭　会員

大橋　良史　会員

瀧ヶ花 秀晃　会員

野呂　和夫　会員

清水　康弘　会員

園　　幸雄　会員

西尾　俊一　会員

笹尾　昌敬　会員

桑原　重之　会員

岡本　圭子　会員

岩尾　顕治　会員

梅田　吉臣　会員

吉田　俊博　会員

齋藤 多久馬   会員

今年度もよろしくお願いします。

帰山会長佐野幹事1年間よろしくお願いします。

帰山新会長　佐野新幹事ご就任を祝って

帰山会長佐野幹事1年間よろしくお願いします

新会長幹事の門出を祝って

新年度を迎えて

いよいよスタートです。1年間健康で楽しくしたいものです。

1年間よろしくお願いします

さあ　気分を変えて楽しくなる1年にしましょう

会長幹事1年間ご苦労様です

本年度もよろしく

出席委員長を仰せつかりました。よろしくお願いします

長い間休みました。ごめんなさい。ワクチンは第一回目もまだ心配です。

勝手ながら早退します

2021-2022年度ＲＩ第2650地区 鯖江ロータリークラブ

帰山　明朗　会長
　楽しい例会にしていくために、毎月第3例会時に「文
化的なプログラム」を設けました。内容は、演奏・写真・
歴史・三味線・朗読等、いろんな分野の人に来ていた
だき、今までにない知識や、楽しめるプログラムにして

いこうと思います。実は、「福井県文化事業団」の方に、年間12回の出演ご協力
を頂きました。予算は、1回に付き2万円計上しました。社会奉仕委員会の予算
として計上します。発表の機会が少ない中、文化人の方に来ていただき、発表
していただけば、奉仕にもつながります。
　会長自ら伝えてくださったロータリー情報が、大変勉強になりましたので、今
年度は、情報委員長さんのお話（お知らせ・情報）を月1回3～5分間の時間を
持ちます。
　鯖江ロータリークラブ初の女性幹事という事で、佐野幹事による「ちょっとい
い感じのミニ体操」「座っててもできる体操」を月1回3～5分、をいたします。
　皆様に助けていただきながら、例会が楽しくなるように1年間やっていきま
すので、どうぞよろしくお願いいたします。

佐野　直美　幹事
　皆さん今日から1年間、一生懸命頑張って幹事を務
めさせていただきます。今週も来週も、例会に行こうと
いう気になるような例会づくりに取り組んでまいりま
す。先ほど会長からお話しいただいた、3分クッキング

ならぬ、3分体操もありますので、ぜひ皆様お楽しみにしてください。身体をほ
ぐしたり、癒したり、していただきたいと思います。
　今日例会終了後、定例理事会をこの大ホールにて行いますので、理事の皆
様はそのままお残りくださいますようお願いいたします。

瀧ヶ花　秀晃　SAA委員長
　昨年度は、色々お世話になりありがとうございまし
た。
基本方針：ロータリー精神に則り、明るく楽しい例会
運営に努める。

活動方針：1．例会場のレイアウトに気を配る。2．例会進行のサポート3．食事
の手配という事で、させていただきます。まだまだコロナ禍でありますので、で
きる事が制限されますが、携わって行きたいと思います。

西尾　俊一　会計委員長
　皆さんこんにちは、基本方針：予算の使途の確認に
より、健全なクラブ運営に心がける。活動方針：1．会
員からの会費による入出金の管理。2．各委員会から
の予算案の適正な管理。1年間、よろしくお願いいた

します。

幸道　森市　奉仕プロジェクト　クラブ奉仕委員長
　副委員長に田村康夫氏にお願いしています。基本
方針は、クラブを円滑に機能させるという事で、会長・
幹事からの色んなプログラム案や卓話案を円滑に進
めます。また、職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕の委員長

と話を進め、他クラブの情報を収集し具体的な活動に繋げたいと思います。ま
た、鯖江クラブの会員の事業紹介も取り入れようと思いますので、1年間よろし
くお願いいたします。
深見　泰和　職業奉仕委員長（佐野幹事代読）
　基本方針：ロータリー精神を念頭に地域に貢献する。活動方針：鯖江高校、
丹生高校模擬面接。 職業奉仕に関する卓話実施。

清水　康弘　社会奉仕委員長
　基本方針：①環境保全を中心としたSDGｓに根ざ
した活動。②プログラム委員会と連携し芸術文化活動
支援。
　活動方針：①「子どもエコクラブ活動交流会」への

参加②地域の他団体等と協力してフードドライブ事業の実施(年2回）。③環境
教育施設への環境啓発看板設置による地域への啓発啓蒙。④毎月第3例会プ
ログラムに県文化振興事業団へのもと音楽家や芸術家を招くことでコロナ禍
で厳しい芸術文化支援とするとともにプログラムの多様化を図る。⑤「障がい
者アート展（仮称）」の開催。

瀧谷　えみ子　社会奉仕副委員長
　「障がい者アート展（仮称）」について。
主催：鯖江ロータリークラブ・実行委員会（仮称）　
開  催  日：令和4年3月16日（水）～21日（月・祝）
開催場所：鯖江市まなべの館1階、展示ホール1.2

　誰もが互いの人格と個性を尊重し共存社会の実現を目指すために開催し
ます。沢山の人手が必要ですので、是非成功できるように皆様のお力をお貸し
ください。
増永　英彦　国際奉仕委員長（代読：佐野幹事）
　基本方針：国際理解と親善。活動方針：①国際交流に関する卓話の実施予
定。②ロータリー財団に協力。

酒井　雅憲　青少年奉仕委員長
　基本方針：ローターアクトクラブの活動支援。
活動方針：①ローターアクトクラブの再構築。②ロー
タリークラブとの連携強化。③ライラへの派遣
　佐野優ローターアクト会長が卒業となり、アクト存

続の危機に陥りましたが、瀧ヶ花亮祐さん、上田直樹さん、林大智さん、出口喜
基さん、そして、弊社の研修生4名が加わり、危機を脱しました。他の奉仕委員
会と一緒に活動していただき、勉強していただけたらと思っています。

ニコニコ箱発表
笹尾　昌敬

ニコニコ副委員長

　　

会長・委員長方針発表


