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鯖江ロータリークラブ会長方針

『わくわくと感動と
思いやりの心で
奉仕しよう』
会

第3018回
7/8(金)

7月第2例会

点鐘：12:35

委員長年度方針発表
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出席率 77 ％

奉仕の理想

瀧ヶ花 秀晃

第3019回
7/15(金)

会員

大橋 良史 会長
皆さんのニコニコ
でのお言葉「新年度
頑張ってください」
と
温かいお言葉がと
てもうれしかったで
す。
よろしかったら今日もそんなニコニコを
お待ちしております。
先週の例会で本年度のクラブテーマと方
針を発表させていただきました。

7月第3例会

点鐘：12:35

「過去・現在・未来」
齋藤 多久馬 会員

7月第4例会

長

大橋

点鐘：12:35

良史

第3020回
7/22(金)

ガバナー公 式 訪 問

クラブアッセンブリー
7/8(金）

第3018回

鯖江商工会議所４階大ホール

わくわくと感動を皆さんと共有したいという想いが一 ②来週7月15日は、小林ガバナー補佐来訪です。例会終
番強く、親睦を大切にしつつ例会や事業でもそれを体 了後は、2階役員室でクラブアッセンブリーです。出席義
現したいと思っています。
務者は出席をお忘れなくお願いします。
ちなみに私のわくわくは、知らない場所への旅行や ③さらにその次の週7月22日はガバナー公式訪問です。
有名なゴルフ場に行くことです。
この日はネクタイ着用で、全員出席をお願いします。詳
また初めて行く居酒屋とかもわくわくします。
細資料は、来週の例会で配布します。
わくわくすることは、人それぞれだと思いますので、 ④クラブ活動報告書に訂正部分があります。P２１の表
この後お時間がありましたら、皆さんのわくわくする事 の一番下の今年度のガバナーの下の名前が間違いで
をお聞きしたいと思います。
す。正しくは康弘の康の字が、広の難しい字になってい
こんなクラブにしたらもっとわくわくするとかご意見も ます。訂正用シールも作ってあり ます。必要な方は幹
お願いします。
事まで・
・
さて、新型コロナウィルスですが、第７波に入ったとも ⑤丹生高校・鯖江高校の就職模擬面接の日時が決定し
考えられているようです。
ております。丹生高校が8月22日
（月）13：00〜15：30、
「BA.5系統」
というそうで、今のBA.2系統よりも感染が 鯖江高校が8月26日
（金）9：00〜11：00です。
これも、
広がりやすいうえに、
ワクチンや過去の感染で得た免疫 後日に書類にておしらせいたします。
を回避する能力が高い可能性があるそうです。
⑥また、毎月の第3例会（文化プログラムの日）
ですが、
皆さんには熱中症にもコロナにもお気をつけていただ 米山奨学生チ・ケンフォンが来られます。
きたいと願うばかりです。
せっかくなので、チ君と会員の親睦をはかる場にした
来週は小林和美ガバナー補佐様が来られ、
クラブア い事もあり、当日のプログラム終了後に会員の何人かに
ッセンブリ、再来週は、
メインイベントであります「尾賀 残っていただき、20〜30分程チ君とお話をしてほしい。
康裕ガバナー公式訪問」
です。
おもてなしの心で温かく どんなお話でも構いません。
それを、家庭会合班単位で
お迎えしたいと思います。皆様のご協力をお願いいたし 参加してほしい。
またその時の例会でご案内します。
ます。
⑦会費と財団寄付徴収に関する事。
これの継続は、先週
の理事会でも確認されました。
幹 事 報 告
・財団寄付2万円に対し1万円は普通寄付金として年会
野呂 和夫 幹事
（別紙：会員の皆様へ参照）
まず、細則第3条第4節に 費と同時に徴収する。
※留意事項
：
現金払いではなく、
会費と寄付金を指定口
基づいた審議で、理事全員賛
座に振り込んでいただく。
成にて、副幹事に岡本圭子会

山のぼり隊からのお知らせ
員が正式に就任しましたことを
ご報告します。岡本圭子副幹事
岡本圭子 「山のぼり隊」隊長
には、大橋年度の大きな戦力と期待しております。
よろ
6月26日に
「越智山」へ登っ
しくお願いします。
てきました。新緑の登山道がと
次に、先日の理事会を受けての報告をします。。
ても涼しくて、気持ち良かった
①今日の例会からしばらく１２：３５の開会です。
よろ
です。
しくお願いします。
まだコロナが全国的にも少し勢いづ
今後の予定は、7月10日に
「下市山」
いている気配ですが、少しずつでも以前の例会に近づ （260ｍ）7月17日に
「杣山」
（492ｍ）
けたらと思います。
ですので、是非皆さんご一緒に登ってみませんか？
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委員長 年度方針 発表

策。 ・例会時に掲示板にて、出席状況を見ていただく。 ・今後の状況を考慮
C ロータリー資金部門
し、
オンラインでの参加等の参加をお願いいたします。 ・低出席者に対して、
ロータリー寄付（ロータリー財団）
出席を促す。
委員長：帰山明朗 会員
クラブ管理 プログラム委員会
副委員長：笹尾昌敬 会員
委員長：田村康夫 会員
【基本方針】1．財団基金についての理解を促進し寄付
副委員長：木村 明 会員
の協力をお願いする。 ２．
ポリオ撲滅に向けての寄
【基本方針】政治、経済等多岐にわたり耳を傾けてもら
付をお願いする。
える卓話者の選定。
【活動方針】財団寄付およびポリオについての寄付ともに推進を図るため、
クラ
【活動方針】１．昨年に引き続き、第3例会は「文化プロ
ブとして一人当たりの寄付目標を設定してお願いさせていただき、
その達成に
グラム」実施１１回。 ２．過去の好講評卓話依頼。 ３．管理委員会相互協
向けて活動していく。
力にて手配。
ロータリー寄付（米山委員会）
クラブ管理 ソング委員会（ 幹事代読）
委員長：西尾俊一 会員
委員長：笹尾昌敬 会員
副委員長：桑原重之 会員
副委員長：帰山明朗 会員
ロータリアンとして、
ソングを通じてクラブの一体化を図ろう。
【基本方針】米山奨学事業の重要性を会員の皆様に理【基本方針】
より一層会員の親睦を図ろう。
解をしていただき、米山奨学会への寄付を大いに実行 【活動方針】歌詞の意味を理解しながら、

していただく。
【活動方針】１．米山奨学会への寄附を、会員一人当たり24000円になるよう
会員の皆様にお願いをしていく。 ２．米山奨学の活動を理解してもらう為、米
山奨学生に卓話をお願いする。
D 広報部門
クラブ広報 広報・会報・雑誌・IT
委員長：岡本圭子 会員
副委員長：瀧谷えみ子 会員
【基本方針】
クラブの奉仕活動や卓話などを、
クラブ内
外に情報発信する。
【活動方針】各事業委員会と連携し、公共のイメージやクラブ活動の認知度向
上に努める。
E クラブ管理部門
クラブ管理
クラブ管理運営
委員長：田村康夫 会員
副委員長：木村 明 会員
【基本方針】調和と協力。
【活動方針】各委員会の協力の元、楽しく魅力あるクラ
ブの雰囲気づくりに貢献したい。
クラブ管理 親睦（ロータリー家族）
委員長：梅田吉臣 会員
副委員長：馬場一彦 会員
【基本方針】１．会員及びロータリー家族の親睦と友
情を深める。 ２．
レクリエーション及び社会的諸活
動への参加を奨励する。 ３．感染症過での親睦を考える。
【活動方針】１．結婚記念日、誕生日のセレモニーの実施。 ２．状況を考慮し
ながら、夜間例会、家族親睦旅行、最終例会等の企画運営。 ３．
レクリエーシ
ョン等の野外活動等の提案（コロナの状況を見ながら）
。
クラブ管理 ニコニコ委員会
委員長：幸道森市 会員
副委員長：園 幸雄 会員
【基本方針】
スマイルBOX内規を確認・実行していただ
き、奉仕事業の財源として会員各位の日々の幸せや喜
びを表しましょう。
【活動方針】気持ち良くニコニコをしてもらえるよう努めます。
クラブ管理 出席委員会
委員長：窪田健一 会員
副委員長：浅野秀代 会員
【基本方針】例会等の、会員の皆様に出席、参加率の
向上を目指します。
【活動方針】会員に出席意義を高めてもらうための施

著名人と一堂に会する事

文化プログラム等卓話が魅力！
美味しいものを食べられる事

立派な方とお付き合い出来る

天狗楼で美味しいものを食べる事
プログラムが良いと
出席率が上がる

サラリーマン時代に入会
県や市の人と知り合えた

【プレ クラブフォーラム
（ミニフォーラム）】
「あなたにとって、
クラブの魅力、良いところは？」
夜間例会等の懇親会が
一番の楽しみ
26年在籍している
色んなメンバーとも
お世話になった

何が魅力か分からない所が魅力
来れない人にも
気軽に声掛けを

台湾でメーキャップ
外国人である自分の周りを
囲んで話していただいた

皆に会えるのが嬉しい
弁当が美味しい

日頃、車中でお昼を済ませているが、
例会へ行くと色んな料亭のお弁当♥

つづきは来月の会員増強夜間例会で・・
・
にこにこＢＯＸ報告

大橋

良史

会員

幸道

森市

会員 奉仕活動の要です

窪田

健一

会員

笹尾

昌敬

会員 今年もよろしくお願いします

梅田

吉臣

会員 親睦頑張ります

野中

敏昭

会員 暑い日が続きます。熱中症にご注意を

岡本

圭子

会員 山登り隊６月越知山に行ってきました。楽しかったです。報告遅れました。10日17日も。

佐野

直美

会員 今日は53.才さい最後の日です。例会日をゆっくり迎えられる心地よさをかみしめています

西尾

俊一

会員 本日早退させていただきます

暑さに負けずがんばりましょう
ニコニコ一年間よろしくお願いします

〃

今年もよろしく

ニコニコ箱発表
幸道 森市
ニコニコ委員長

編集：クラブ広報委員会

