例会前に中川基成ガバナーとの懇談会が開催され、
有意義な時間が持たれました。
9月11日

1月連続出席お祝い……1名
井上常宏

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2650

2018−2019
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夜間例会を行った後、武生国際音楽祭

2018に行き、セルゲ・ツィンマーマン＆伊藤恵リサ
イタルを鑑賞しました。
11月3日 丸岡ロータリークラブの40周年記念式
典に出席しました。
11月8日 三田村久治会員がお亡くなりになりま
した。心よりご冥福をお祈り申し上げます。
11月10日

敦賀ロータリークラブ主催のインター

シティーミーティングに参加しました。ロータリー
を楽しく学ぶ大クイズ大会で、宇野晃成会員が見事
優勝しました。
11月17日

しくら賞の授賞式がパレットホールで

行われ23名の男子に武生ロータリークラブ賞が授与
されました。
11月27日

2018〜2019年度 地区大会
（奈良）ご案内
武生ロータリークラブ

3月31日㈰

3月30日㈯
バスにて出発

ホテル出発 市内観光＋昼食

奈良観光

12:00〜

宿泊
ホテル
サンルート奈良

13:00〜16:00
地区大会本会議参加
（ご家族は観光）

事業で越前市地域公益活動推進協議会（愛称

笙ネッ

大会受付

16:30〜18:00

例会に前半の最大の事業である、「未

来を支える青少年を全力で支える」、子ども学習支援

スケジュール

大懇親会

何年ぶりかの奈良の地区大会ですので、ご家族お揃いで
ご参加いただければ幸いでございます。

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 大 成
TEL.0778−23−5210・FAX.0778−22−2333 E-mail:takefurc@es.ttn.ne.jp

第3112回 例 会 記 録
本日出席会員38名

公共イメージ向上のため、マスコミの

取材の下、越前市福祉健康センターで、越前市地域
公益活動推進協議会にタブレット、パソコン・プリ
ンターなどの教材の贈呈式を行いました。
12月23日

クリスマス家族会がパレットホールで

開催されました。会員31名家族36名の総勢67名参加
で、楽しい時間を過ごすことができました。親睦委
員会の皆さんありがとうございました。
後半は1月22日 武生ロータリークラブ主催の武
生府中ロータリークラブとの合同新年会が予定され
ています。
3月30日〜 31日

奈良にて2650地区大会が開催さ

れます。多くの会員の皆さん、ご家族の皆さんの参
加をお願い致します。
4月には夜間例会を予定しています。後半も会員の
皆様ご指導ご協力をお願いいたします。
会員記事

・あけましておめでとうございます。本年も宜しく
お願いします。
【田中大成】【石川満夫】【辻岡俊三】【鎌谷忠雄】
【竹内紀昭】
【佐々木忠彦】
【奥村 忠】
【米岡房直】
【倉橋孝治】【田中 茂】【三村昌之】【宮本 俊】
【森上節子】
【宮前貴司】
【三田村久光】
【橋本勝利】
【上野 巌】【小林慶治】
・本年（三十一年）は31（みそひと）の世界一首、
いつしかに米寿となりて
若きメンバー隣にありて ロータリー語る
【渡辺佳男】
・あけましておめでとうございます。激動のとき、
楽しく生きます。
【小林幸一】
・連続出席自祝 本年もよろしくお願いします。
【井上常宏】
・誕生日自祝 本年もよろしくお願い致します。
【宇野賢治】
・短い間でしたがありがとうございました。
【土本喜則】
・今年もニコニコよろしくお願いします。
いつも感謝しております。
【今村清孝】

1月17日
1月18日
1月22日
1月24日

56才

福井RC
福井あじさいRC
福井南RC
武生府中RC

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

ユアーズホテルフクイ1階フロント
ホテルリバージュアケボノ
繊協ビル正面玄関
JA越前たけふ農協会館1階

＊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。

本日（1月15日）の例会
ゲスト卓話
福井財務事務所長
土井康行氏

1月22日
武生府中RCとの
合同新年会
18:00〜 うおとめ

1月29日
職業奉仕月間にあたって
職業奉仕委員長
三田村士郎会員

51名

出席率（前々回補正）76.92％
ロータリーソング「奉仕の理想」
会長挨拶

第65代会長

休

会

したが、何だかちょっと恥ずかしい感じです。どち
らにせよ、新しい年には、大きな災害も争いもなく
日本が元気になっていくと良いと思っています。

会長年頭所感

田中大成

2018−19年度

バリーラシンRI会長は、会長テー

マ と し て、「イ ン ス ピ レ ー シ ョ ン に な ろ う」― BE

新年あけまして

THE INSPIRATION ―を掲げられました。これを受

おめでとうございま

けて、2018−19年度国際ロータリー 2650地区ガバナー

す。会員の皆様には

中川基成氏は、「ロータリーを学び、実践し、発信し

ご家族お揃いで健や

よう；Enjoy Rotary」を当地区のスローガンに、決定

かなうちに新年をお

されました。そして、武生ロータリークラブのテー

迎えのこととお慶び

マとして「奉仕の心を高めよう」としました。また、

申し上げます。

運営方針として、以下の6点を挙げさせていただきま

2018−2019年度の

した。

前半の行事が終わりました。これもひとえに三田村

①ニコニコ箱の強化。

幹事をはじめ、会員の皆様のご協力のおかげと、感

②会員増強。バリーラシンRI会長の目標の一つで

謝申し上げます。
今年の正月は、年末に少し雪が降りましたが、元
旦には青空も見られ、昨年と同様に、比較的穏やか
な正月だったと思います。但し、昨年の2月のように、

もあります、女性会員、40歳未満の会員の入会
促進。
③武生ロータリークラブ戦略計画（中長期プラン）
検討会議を開催

豪雪の年もありますので、安心はできないと思って

④「未来を支える青少年を全力で支える」事業

います。

⑤公共イメージの向上

さて、平成最後の年になりましたが、平成が終わ
るのはいつかを調べてみました。平成が終わるのは、
2019年（平 成31年）4月30日 で す。2019年5月1日 か
らは新元号に変わります。確かに今までは、いつ元

⑥会員の親睦を図るため、家族も含めて奈良で開
催される地区大会に参加。
さて、前半が過ぎましたので、半年を振り返り、
そして、後半の話をさせていただきます。まず、

号が変わるのかはわかりませんでした。平成が終わ

7月3日 戦略計画検討会議を開催させて頂きまし

る時期がはっきりとわかっていますと、何かにつけ

た。事業の継続性についてと、会員増強について意

て「平成最後の〇〇」と言って物思いに耽るのも悪

見交換をしました。特に会員増強については、期初

くないかなと思っています。余談ですが、昭和生ま

51名のスタートでした。これは50年前の1969年の48

れで、平成で結婚できなかった独身貴族のことを「平

名に次ぐ数字です。

成ジャンプ」と呼んだりするそうです。年号のさか

2月5日

い元号候補の７番目になんと「大成」が入っていま

プログラム

「君が代」斉唱

累計 952,000円

例会変更情報／福井県内ビジター受付（1月16日〜1月29日）

1月誕生日お祝い……1名
宇野賢治

ニコニコ箱 …… 52,000円

会員総数

メークアップ（前々回） 3名

ト）会長藤光真氏に、贈呈式を行いました。
12月6日

平成31年1月8日(火)

例会場／武生商工会館
幹 事／三田村 久 光
会報委員長／塩 田 憲 康

い目には、色々新しい言葉が生まれるようで興味深
いと思いました。新しい元号は何になるのか気にな
りますが、発表は2019年4月1日とのことです。新し

7月10日

山本ガバナー補佐をお迎えして、公式

訪問前のクラブ協議会を開催しました。
7月24日

中川基成ガバナーをお迎えして、武生

府中ロータリークラブと合同で公式訪問を行いました。

