〇次年度には国体前に、体育館前にあるRCの、竣工記
〇奉仕活動の原資であるニコニコ箱について、会費から
〇地区の青少年育成基金をもっと使ったら良いのでは。

清掃活動をプラスし親睦委員会以外の委員会が担当す
〇他のRCではマラソン大会の応援＋親睦会、清掃活動
など社会奉仕活動＋親睦会など行っている。趣味の集

〇国際音楽祭に何か貢献できないか。
場所：神崎家

まりもあり合唱団の活動をしている。酒好きが集ま

発表者：渡辺哲広

り、酒を持ちより会を開き、余った酒はオークション

参加者：渡辺佳男、竹内紀昭、佐々木忠彦

し、チャリティーとして寄附し、社会奉仕活動に繋げ

塩田憲康、橋本勝利、西本久美子

ている。昔、武生RCも野球好きが集まり、甲子園で

〇本年度、台湾や京都の地区大会などの参加は思い出に
〇仕事の都合で週末の事業は参加できないが、例会に参

のではないかと思う。結論として新しい考えでRCを

〇例会の欠席の場合、ニコニコの協力をして欲しい。
〇過去には個人のニコニコ金額を掲示した時代もある。
〇例会の回数が減ったことも影響している？
〇仕事でなかなか例会に出れない者としては、例会の参
加のチャンスが多い方がいいかもしれない。
〇次年度に向けては、BBQ、海水浴、日帰り旅行など家
族事業や月見例会、奉仕作業例会など楽しい事業を増
やして欲しい。
〇例会の欠席の事前連絡は徹底する。弁当の無駄、会費
面・環境面からももったいない。
〇中央公園のロータリーの庭の石碑が、工事後復活され
ていないので、都市計画課に確認して欲しい。
場所：うおとめ

発表者：西野昌美

参加者：石川満夫、小林幸一、田中大成
矢尾主成、宇野賢治、上野

巌

〇子ども食堂に関して色々な手伝いをしました。並行し
て教育支援にも力を入れ、素晴らしい成果を挙げるこ
とができた。これからも継続してほしい。
〇全体的に地区大会・中壢などの出席率が少ない。参加
することで、素晴らしい体験ができると思う。
〇新入会員が入会後も例会の参加が少なく、次年度は積
極的に参加してほしい。
〇次年度は社会問題になっている食品ロスの問題にも取

ニコニコ箱 …… 59,000円

累計 1,397,000円

・炉辺会合報告よろしくお願いします。
【田中 茂】
【井上常宏】
【宮前貴司】
【三田村久光】
・上野様、ご栄転おめでとう‼
3年間ありがとうございました。【鎌谷忠雄】
・ちょっと
【内藤義介】
【倉橋孝治】
【京藤敏実】
【田中大成】
【宇野晃成】
・ちょっと。ニコニコ箱目標に少しでも近づくように。
【奥村 忠】
・西野さん炉辺報告お願いします。
【白﨑弘康】
・炉辺会合参加できませんでしたが、
第1班発表お願いします。
【三村昌之】
・誕生日自祝 遅くなりましたがありがとうございます。
【渡辺哲広】
・炉辺会合発表お願いします。上野等会員、青山会員
お元気で、また武生RCへ遊びに来て下さい。皆さん
ニコニコよろしくお願いします。
【宇野賢治】
・炉辺会合第4班発表させて頂きます。
【西野昌美】
・これまで3年間大変お世話になりました。心より感
謝申し上げます。
【上野 等】
・大変短い間でしたが、多くの楽しい思い出をありがとう
ございました。クラブの今後益々のご発展と会員の皆様
方のご健勝を心よりご祈念申し上げます。 【青山正幸】
・来週の最終例会欠席させていただきます。
申し訳ございません。
【西本久美子】
・今日を入れて後2回の例会。目標達成にご協力願います。
【竹内紀昭】

り組んでほしい。日本は年間1,200 億円の食品ロスし

例会変更情報／福井県内ビジター受付（6月20日〜7月3日）

ている。是非継続的な事業にしてほしい。

6月21日
6月21日
6月22日
6月22日
6月27日
6月28日
6月29日
6月29日
6月29日

〇納涼例会を開催してほしい。等と『エンジョイ・ロー
タリークラブ』目指したい。
【5 班】日時 5 月17 日㈭18:00 〜
責任者：米岡房直

場所：神崎家

発表者：石川

浩

参加者：内藤義介、井上常宏、小林慶治
〇会員数の割には、委員会数が多すぎる。関連する委員
会を１つにするなどと整理が必要。
〇会員の出席率が下がっている。以前は野外での家族例

本日（6月19日）の例会
最終夜間例会 18:00〜
北河原PG卓話
商工会議所パレットホール

6月26日
休

会

敦賀西RC
福井水仙RC
三国RC
鯖江RC
大野RC
福井RC
三国RC
福井あじさいRC
福井西RC

12:00〜12:30
18:00〜18:30
12:00〜12:30
12:00〜12:30
12:00〜12:30
12:00〜12:30
12:00〜12:30
12:00〜12:30
12:00〜12:30

プラザ萬象２階ロータリー事務局
福井パレスホテル
三国観光ホテルフロント
鯖江商工会議所3階ロータリー事務局
大野商工会議所内事務局
ユアーズホテルフクイ1階フロント
三国観光ホテルフロント
ホテルリバージュアケボノ
バードグリーンホテル

＊変更の無い各クラブの定例例会については、ロータリーの友
ホームページ等にてご確認ください。

7月3日
第一例会行事
新年度挨拶

創 立／1954年（昭和29年）6月30日
例会日／毎 週 火 曜 日
事務局／〒915−8522 越前市塚町101 武生商工会館内
会 長／田 中
茂
TEL.0778−23−5210・FAX.0778−22−2333 E-mail:takefurc@es.ttn.ne.jp

第3090回 例 会 記 録 平成30年6月12日(火)
本日出席会員 33 名

運営してほしいの一言である。

加することが一番重要だと思う。

責任者：白﨑弘康

野球をしたことを思い出したが、実に楽しかった。こ
のように趣味の集まりが広がれば、RC活動も広がる

なる。橋本会員の手配で一味違った。

【4 班】日時 5 月29 日㈫18:00 〜

2018.6.19 No. 2505

ることができると思う。

出したら良いのではないか。

責任者：玉村一男

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2650

2017−2018 RI テーマ

たまには野外例会もよいと思う。例えば、花見例会に

念碑移転問題を解決してほしい。

【3 班】日時 5 月15 日㈫18:00 〜

会があった。近年、会場内での例会が多くなってる。

7月10日
決算報告 監査報告
予算発表
委員会活動方針発表

会員総数

メークアップ（前々回）10 名

58名

出席率（前々回補正）71.43％
ロータリーソング「我等の生業」

会長挨拶

第64代会長

田中

茂

例会場／武生商工会館
幹 事／宇 野 賢 治
会報委員長／三田村 久 光

た。今後姉妹クラブに関して、武生 RC と歩調を合わせ
られれば、一緒に交流するのも良いかもしれません。
ただ、会員数の話においては、25 名の会員数にまで
減った事で、財政的にも非常に苦しく、非常な危機感を
持ち、会員増強に会員全員が取り組んだ結果、50 数名ま
で増え、会も明るい雰囲気になったと言われていまし
た。クラブがまとまった理由の一つとして、合唱部とい
う同好会をつくり、みんなで歌をうたったのがよかった

今日は、炉辺会の報告をして

かも知れないと言われていました。武生ロータリークラブ

いただきます。来年に向けて、

にも、合唱部創設を検討してはいかがなものでしょうか？

更なる発展に結びつくような、
意見が出てくることを期待した
いと思います。
ここしばらくの間に、嫌な事

プログラム
炉辺会合発表
テーマ：「〜 2017-18 年度のロータリー活動を
振り返り次年度に望むこと〜」

件がたくさん発生しています。
東京で5歳の女の子を二親が躾と称して虐待を繰り返し、

【1班】日時 6月 1日㈮18:00 〜

場所：ビストロ萬那

子どもを死に追いやる事件、そして、新幹線のぞみでの

責任者：宮前貴司

発表者：三田村久光

無差別殺人事件、小島容疑者が逮捕されたときの表情

参加者：辻岡俊三、谷尾榮一、奥村 忠、田中 茂

は、正に能面のように無表情で、隠れることなく飄々と

河嶋 一、宮本 俊、柿谷好彦、梅田雅彰

歩く姿に不快感を覚えました。詳しくは分かりません

〇入会メリットの意見をまとめリスト UP し増強につな

が、小さいときに発達障害といわれ、庇ってやるべき両

げる。

親が、育児放棄してしまった結果のようにも感じます。

〇RC の入会目的には仲間を増やしたい。遊びたい。RC

小島容疑者以上に驚いたのは、育児放棄したとはいえ、

の理念が決めて。などあるが、RC 理念や実践目標を

親としての責任をみじんも感じられない受け答えに終

理解してもらい個人の品位、評価の高い仲間とし入会

わった父親のインタビューで、社会に対する謝罪の言葉
すらない親の姿でした。これらの事件に共通している事
は、親としての心が喪失してしまっている事にあるので

して欲しい。
〇会員の年齢差がある中で、趣味の共通で接点が出来れ
ば、いろいろ深い話ができもっと親密になる。

はないかと思いますが、皆さんは、どのように感じられ

〇委員長と副委員長の接点を深め次年度につながると良い

たでしょうか？

〇中壢訪問や地区大会などの参加により武生会員間の親

さて、先日鯖江の映画館へ、宮下奈都さんの『羊と鋼
の森』の映画を見てきました。映画館に行くと、大勢の
人で溢れかえっていて、福井の作家をみんな応援してい

睦も深まるので大勢に参加してほしい。
〇米山奨学は例えば GDP 上位 20 国以下の後進国にする
のもよい。

るなと思いましたが、半分以上が『万引き家族』の方に

〇今年の国体前に武生 RC として清掃奉仕も良い。

行ってしまい、座席に余裕のある形で鑑賞する事が出来

〇奉仕系プロジェクトは単年度ではなく数年かけての継

ました。小説に比べ、映画で見るといつも物足りなさを
感じますが、なかなか面白い映画になっていました。
もう一つ、先週、福井東 RC 青木会長が当クラブを訪
問されました。福井東RC は、武生RC が御世話をして中
壢東 RC と姉妹クラブの締結をしているようですが、2 年
に一度互いに 1 人か 2 人が行き来する状態らしく、交流
を活発化したいと考え、交流の状況を聞きに来られまし

続事業も必要なものがある。
【2 班】日時 5 月22 日㈫18:00 〜
責任者：京藤敏実

場所：うおとめ

発表者：三田村士郎

参加者：森上節子、河合敏一、宇野晃成、今村清孝
〇奉仕はRCの金看板であり、お金を出すだけではなく、
的を絞り汗を流す事業をしてほしい。
〇会員全員でするような事業が、思い出に残る。

