
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）73.68％
「君が代」斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」

　今日は今年最初の例会です。
改めまして新年のご挨拶を申し
上げます。
　2015～2016年度の前半戦が終
わりました。皆様のお蔭で武生
ロータリークラブの各委員会の

事業が順調に進められてきました。誠に有難うござ
います。感謝申し上げます。
　今年は大変暖かい天気の良い日が続きまして会員
の皆様も清々しい新年を迎えられた事と存じます。
　さて私たちの地域を取り巻く環境は、北陸新幹
線、福井国体、そして越前市では本庁舎、今立分庁
舎の建設、南越駅とその周辺整備計画などインフラ
整備がこれからはじまります。本年は「21世紀の越
前市」まちづくり元年になります。私たちは個人的
にも、武生RCとしても「まちづくり」に積極的に参
加して貢献していきたいものです。そして武生RCの
後半戦の事業もまだまだあります。ご協力の程、宜
しくお願いします。

会長年頭所感　　玉村一男会長
　2015 ～ 2016 年度国際ロータリー会長 K.R ラビンド
ラン氏のテーマは、「Be a gift to the world---　世界
へのプレゼントになろう」です。これを受けて 2015
～ 2016 年度国際ロータリー第 2650 地区中澤忠嗣ガ
バナーは『クラブに「個性」と「憧れ」を！』です。
そして武生ロータリークラブのスローガンは「ロー
タリークラブの原点に戻って行動しよう！―地域に

奉仕しよう―」です。さてこの半年を振返ってみま
すと、まず 6 月 30 日、第 1 回目の戦略計画委員会を
開催しました。ここでは委員会事業と人事の継続性
について意見の交換をしました。また会員増強につ
いては会員数 70 名を中期目標とし、増強の業種や方
法については他クラブを参考にしてはどうか、また
例会でのマナーについて、バッジは必ずつける、忘
れたらニコニコ、携帯は OFF にしておくなど、意見
が出ました。
　7 月 28 日、辻岡ガバナー補佐出席のもとクラブ協議
会を行い、8 月 20 日、中澤忠嗣 2650 地区ガバナーを
お迎えして、武生府中ロータリークラブと合同の公
式訪問を実施しました。そのクラブ協議会中に橋本
実夫米山奨学委員長が急逝されるという悲しい出来
事がありました。大変熱心にロータリー活動を実践
されていただけに残念であります。9 月 15 日、武生
東高校 IAC メンバーより 8 月 2 日から 7 日まで参加
したカンボジア夏期研修について報告発表をしても
らいました。また 11 月 17 日には IA との合同例会を
武生東高校で行い、水戸守校長先生のお話から武生
RC が取り組んでいる IAC 事業が生徒たちは勿論の
事、学校教育に大変役立っているとの事が伺え、合
同例会をしてよかったと思っています。
　9 月 29 日、前半戦の最大の事業「ロータリーデー」
の一環として職業奉仕委員会が「たけふ福祉工場」
の職場訪問例会を行い、10 月 10 日には「大胡田誠・
大石亜矢子」ご夫妻による「あきらめない心の鍛え
方」というテーマの講演会＆コンサートを開催し、
地域に向けたロータリー事業を行いました。河合実
行委員長以下皆様に感謝するばかりです。10月 29日、
武生 RC37 代会長であった河合敬一郎功労会員が 87
才でご逝去されました。武生 RC に対する長年のご貢
献に感謝致します。11 月 7 日、「しくら賞授与式」を
武生RC主管、京藤青少年委員長主導で開催しました。
また京藤会員には突然次年度の会長を快く引き受け
ていただいきました。重ねて御礼申し上げる次第で
す。12 月 23 日の恒例のクリスマス家族会には家族含
めて 101 名が参加されました。親睦委員会の企画で

大いに盛り上がり楽しい家族会となりました。前半
戦の入会者は上野等、片粕秀幸、青山正幸会員の３名、
会員数は 12 月末現在で 62 名です。
　さて今年の予定ですが、１月21日　武生府中RCと
の合同新年会。２月17日、武生商業高校課外授業。
２月19日、武生東高校課外授業講師派遣。４月２日・
３日、京都にて2650地区大会。４月26日の第3000回
例会を記念した事業を計画中です。本年も引き続き
宜しくお願いします。１月は職業奉仕月間となって
います。今月のロータリーの友１月号には各地のRC
のさまざまな職業奉仕活動が紹介されています。ご
一読下さい。

第二回炉辺会合報告
テーマ「ロータリークラブと地域社会」
サブテーマ「第3000回例会記念事業について」
第５班　責任者：奥村　忠　発表者：野田義弘
　　　　　　　　渡辺佳男・石本茂雄・橋本幸恵

　まず、ロータリークラブと地
域社会について
　ロータリー情報マニュアル
に、クラブの実施中のプロジェ
クトがその地域と遊離しないよ
うに定期的にクラブの奉仕活動

を分析し地域社会の真の関心事項に取り組むことに
力を注ぐよう今まで以上に奨励されている。
1. 得られる限りの情報をすべて使って、地域社会の
真のニーズを見つける

2. ニーズを見極めたら、そのニーズに効果的に対処
できるプロジェクトを計画遂行する。

3. プロジェクト遂行にあたっては、クラブの専門知
識と技術、地区委員会、RI委員会または実行グル
ープ、RIと財団からの数々の援助や補助金などの
ロータリーの人的、物的資源を活用すること。

4.　地域社会ぐるみで、プロジェクトの目標を支援し、
出来れば、プロジェクトの実施に地域社会の人々
を加えること。

と記載されているのですが、まずもってロータリー
のメンバーが地域活動にあんまり参加してないのが
現状で、地域の真のニーズが見つけられないのでは
ないかと思います。町内会・自治振興会などに中心
となって参加してこそ、真の地域のニーズが発見で
きるのだと思います。あすから皆さん積極的に地域
活動に参加され、同じ目線に立てば地域のニーズが
見えてくるのではないのでしょうか。
　続いて、4月26日の3000回例会を祝ってどのような
事業をしたらいいかという事で、植樹・清掃奉仕・
ベンチ設置ゴミ箱設置・丹南運動公園の時計の設
置・老人対象に健康シリーズとしてロータリーの医
者からの提案という講演会・町づくり・安心安全・
1500年の無災害・などをPRし賑わいあるまちを創る
などあったのですが、結構盛り上がったのが、蔵の
辻での餅つき餅まき、もっと盛り上がったのが永遠
の処女といわれた銀幕の大女優原節子のなつかしの
映写会＆大打ち上げ会という案でした。

幹事報告　石本茂雄幹事
・1月 26 日例会の後にクラブ協議会を行います。
・ニコニコ箱予定よりも少ないのでよろしくお願いし
ます。

1月誕生日お祝い……5名
　山 田 洋 三　74才
　中 村 康 孝　69才
　青 山 正 幸　68才
　丹 羽 新 吾　55才
　宇 野 賢 治　53才
1月連続出席お祝い……1名
　井 上 常 宏　　7年

例会変更情報／福井県内ビジター受付（1月22日～2月2日）

ニコニコ箱 …… 34,000円　　累計 710,600円
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2015－2016 RI テーマ

世界への
プレゼントになろう

第2986回  例 会 記 録　平成28年1月12日(火)

＊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。

　1月22日 三国RC
　1月27日 福井北RC
　1月28日 福井RC
　1月29日 三国RC
　1月29日 福井あじさいRC

12:00～12:30  三国観光ホテルフロント
12:00～12:30  ザ・グランユアーズフクイ正面玄関
12:00～12:30  ユアーズホテルフクイ1階フロント
12:00～12:30  三国観光ホテルフロント
12:00～12:30  ホテルリバージュアケボノ

会員総数

60名

会員記事

本日（1月21日）の例会
武生府中RCとの
　　　合同新年会
　　　　たけふ農協会館

2月2日
第一例会行事
IAC全国研究会報告
宮前貴司インターアクト委員長

1月26日
ゲスト卓話
　東武内科外科クリニック
　　　　　　齊藤　隆氏

2月9日
新入会員卓話
　石川　浩会員

報告事項

プログラム

会長挨拶　　第62代会長　玉村一男


