NPOなども増え、社会全体が奉仕に興味を持つ時代に

2015年9月の国連サミットで採択された、SDGs運動を

なってきたので、インターアクトだけでなく、年齢層も

ロ ー タ リ ー と し て、取 り 組 ん で は ど う で し ょ う か。

広げて、ローターアクトなども考えてみてはどうか（仁

（SDGs運動とは「誰一人取り残さない」持続可能で多様

愛大学）という意見が出た。出会いの場が増えるという

性と包摂性のある社会を実現するため、一人ひとりの保

ことで、人脈づくりにもなり、交流も盛んになるだろう。

護と能力強化に焦点を当てた「人間の安全保障」の理念

新入会員歓迎会を夜例会にしてほしい。親睦委員会だ

に基づき、世界の「国づくり」と「人づくり」に貢献し

けではなく皆で歓迎したい。
親睦もしてほしい。

日韓関係が悪化している時に、日韓交流の事業をして
はどうか。

感染症などの観点から、握手をやめてほしい。（クリ

多くのご意見をいただき、有意義な炉辺会合になりま

スマス家族会では、家族がひいている）代替案：歌を歌

した。その後、恒例の高級料理に舌鼓を打ちながら、楽

うなど。

しいひと時を過ごしました。

その後、食事タイムではワインも少しいただきなが

【3班】日時：2月5日 18:00 〜

場所：神崎家

責任者：奥村

忠

か、「終活」や「墓仕舞い」の話題でも盛り上がり、貴

参加者：田中

茂、矢尾主成、上野

【2班】日時：1月29日 18:00 〜

場所：うおとめ

発表者：井上常宏

参加者：石川満夫、米岡房直、河嶋

発表者：三田村士郎
巌、

前田栄二

重なお話をたくさん聞くことができた。

一、

宇野賢治、梅田雅彰、吉田登喜男
今回 次年度への期待 というテーマを受け、責任者の

地元のニーズにあう事業を行っていくのがよい。
事業を単独だけでなく、他のRCと共同でやってみて
クリスマス家族会は、子供の参加が少なくなったの
で、夫婦での参加にしてもよいのではないだろうか。
新しい会員を増やして欲しい。

た事業展開してほしいと述べられました。そして、資料

次年度の会長が好きなようにするのが良い。

のプロジェクト活動の内容確認等を行いました。それを
受け、各会員よりご意見をいただきました。
武生RCは、補助金の活用が下手であると感じる。以
前に比べ補助金の活用方法が変化してきていること、ま
たハードルも下がってきているので、大いに活用した事
業を行ってほしいという意見をいただきました。
例会について、移動例会として以前行った月見例会な
どを行ってほしい。
武生RCの対外事業について、慣例で行っていた事業
を再検討する時期に来ているものもあるのではないかと
感じるという意見をいただきました。
ライオンズとロータリーの違いを出し、親睦を深める
事業に力を入れてほしい。
ブラジル人など異文化交流を事業としてやってほしい。
卓話について、ゲスト卓話もよいと思うが、会員の卓
話を増やしてほしいと思う。
以前は、汗をかいた事業を行ったこともあるので、屋
外活動の事業を行ってほしい。
以前は、芸者を呼んだ例会や、納涼例会や月見例会な
ど楽しい例会を行ったこともあるので、むずかしい奉仕
事業だけでなく、楽しい企画をしてほしい。
メリハリのある例会であるとよいのではないか。

3月12日
ゲスト卓話
カワイ㈱
専務取締役 河合洋典氏

平成31年2月26日(火)

本日出席会員38名
メークアップ（前々回） 5名
出席率（前々回補正）73.08％

会員総数

52名

ロータリーソング「それでこそロータリー」
ビジター

上野RC

市川隆成会員

はどうだろうか。

小林幸一会員よりロータリー財団のプログラムを活用し
を使いグローバル補助金と地区補助金の違いや他クラブ

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3118回 例 会 記 録

ら、和やかな懇親会となった。ベテラン会員が多いせい

本日（3月5日）の例会
第一例会行事
新入会員卓話
奥村 充会員

2019.3.5 No. 2533

ていく。という運動のことです。）

麻雀大会、花見、など会員同士の思い出になるような

責任者：小林幸一

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2650

2018−2019
RI テーマ

ニコニコ箱 …… 19,000円

累計 1,153,000円

・本日は三重県からおじゃましました。
宜しくお願いいたします。
【上野RC 市川隆成】
・市川様、今後共よろしくお願いします。 【田中大成】
・連続出席自祝 入会38年になりました。
【谷尾榮一】
今後共よろしく。
・第5班炉辺会合、塩田会員発表よろしくお願いします。
【竹内紀昭】
・市川様、ようこそおいで下さいました。 【田中 茂】
・「次年度への期待」優しい応援をお願いします。
【三村昌之】
・炉辺会合の発表をさせていただきます。
【井上常宏】
【西本久美子】
【渡辺哲広】
・いつもすみません。
・炉辺会合発表よろしくお願いします。
【三田村久光】
【上野 巌】
【小林慶治】
・ちょっと

例会変更情報／福井県内ビジター受付（3月6日〜3月19日）
3月 8日
3月 8日
3月14日
3月14日
3月14日
3月18日

福井あじさいRC
福井西RC
福井RC
福井水仙RC
敦賀西RC
福井東RC

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

ホテルリバージュアケボノ
バードグリーンホテル
ユアーズホテルフクイ1階フロント
福井パレスホテル
プラザ萬象２階ロータリー事務局
アオッサ1階入口

会長挨拶

第65代会長

田中大成
今年の4月からの10連休、

皆さんはどうお過ごしです
か？総合旅行サイトを運営

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

行こうと思っている」と回答するなど、10連休が旅行の
需要喚起につながっていることが伺えますが、同時に同
連休について「あまりうれしくない・全くうれしくない」
と感じる人が全体の4分の１（22.4％）いることも明ら
かになっています。うれしくない人の意見としては、
サービス業のため無関係といった人の声から、海外旅行
者がこの時期に集中しそうで逆に控えたくなるといった
声がみられました。会員の皆さんは今年のGWはどう過
ごされますか？

プログラム
炉辺会合発表「次年度への期待」
【1班】日時：2月19日 18:00 〜

場所：うおとめ

するエアトリは、10連休に

責任者：鎌谷忠雄

発表者：西本久美子

なる見込みの2019年のゴー

参加者：藤谷家也、辻岡俊三、野田義弘、

ルデンウイークに関するア

宇野晃成、宮前貴司、奥村

ンケート調査を昨年10月30

テーマは、「次年度への期待」、私と奥村さん以外は入

日〜 11月4日の期間にネット上で実施。実際に何連休を

会8年以上のベテランの方々で、いろいろと話し合いが

取るか、休みをどう過ごしたいかなど、10代〜 70代の

できた。まず、次年度は武生ロータリークラブが主幹と

男女1117人から得た回答結果を発表しました。

なって行う事業というのは今のところ予定はないとのこ

皇太子さまが即位される2019年5月1日を祝日とする
法案が昨年11月13日に閣議決定しました。祝日に挟まれ
た平日は休日となるため、2019年のGWは4月27日から5
月6日までの10連休となります。

充

とで、次年度は「定款の変更の年」にあたるので、3年
に一度の見直しの年ということの確認があった。
「ロータリークラブって何をしているんだろう？」地
域社会とロータリークラブとの関係が最近うすくなって

今回の「2019年GW」のアンケート結果では、88.1%

きているのではないか、汗水たらして頑張る清掃奉仕の

と多くの人が10連休になる見込みであることを知ってお

ような事業が減っている、などの意見に対して、委員長

り、また就業中の人に対し何連休を取ろうと思うか聞い

などが１年交代なので、十分にやりたいことがやれず、

たところ33%が「10連休以上」と回答。ちなみに2018年

終わってしまっているのではないか。委員会の数が多す

に取ったGWの連休については「５〜６連休」が33％と

ぎるので、簡素化して数を減らし、兼務してできるよう

一番多く、「10連休以上」は6%であることから、実際に

なシステムにすれば、活動がよりスムーズに活発化され

連休が2018年より長期になる人は増えそうです。

るという解決策の案も出た。

その長期連休をどのように活用したいか（複数回答可）

「インターアクト」では、学校との温度差があるので

については、「自宅でゆっくり休む」が61％と最も多い

はないか、という意見がでた。会員の一人一人がロータ

結果になりました。２位の「海外旅行」（43％）と３位

リーのことをあまり勉強できていない。そのため学校や

＊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。

の「国内旅行、帰省」
（36％）も少なくはないですが、
「自

地域に働きかける自信につながっていないので、「まあ

宅でゆっくり」と併せて回答する人も多く、レジャーと

これでいいか」と妥協してしまっている。学校の先生の

3月19日

休養をバランス良くとりたい人が多数のようです。な

「あまりやりたくない」という態度にこちら側も押せな

お、自宅で過ごす理由として、混雑や費用の高騰が予想

くなっている。学校側に、勇気を出して積極的にロータ

されるためという回答が多かったようでした。

リークラブから歩み寄って「やりましょう」という声掛

休

会

3月26日
会長エレクト
研修セミナー報告
三村昌之会長エレクト

また18.6％の人が「最大10連休の発表を聞き、旅行に

けをするべきたという意見が出た。

