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本日出席会員 39名 

 メークアップ（前々回）5名 

 出席率（前々回補正） 75.0% 

「君が代」斉唱 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

会長挨拶 第 66 代会長 三村昌之         

こんにちは、9 月に入りましたが、日中はまだ暑

くて、当ホームでも事務所から入居者さんの部屋ま

で、エアコンはフル稼働となっております。昨日、

入居者さんの部屋に往診に行く機会がありました。

その部屋ではホームがで

きたばかりの 15 年前に

付けた古いエアコンだけ

を点けて、最新型はもっ

たいないからと点けてい

なかったのです。普通は、

一台だけ点けるなら最新

型の方が、電気代が安い

と思ったので、どのくら

い違うのか調べました。

15年前のエアコンでは 1

時間当たり 30 円、最新型では 16 円です。その差

14 円、1 日 8 時間使ったとして、1 カ月で 3,360 円、

年間 40,320 円、エアコンを使わない時期もありま

すが、計算上年間 4 万円の差は大きいと思いません

か。新しいエアコンを 10 年使えば 40 万円浮く訳で

すから、古いエアコンを最新型に代えても 5 年で元

が取れるという訳です。北電の奥村充会員には申し

訳ないですが、宇野電機さんで最新型のエアコンを

お勧めします。今日のプログラムは、その宇野賢治

会員増強委員長からの増強アンケート結果の報告と

その対策についての話がありますのでよろしくお願

いします。 

 もう一点費用削減についてご報告です。今日 

 

お配りした会報がいつもより少し変わっていること

にお気付きでしょうか。今日発行の会報 2553 号よ

り、西本会報委員長による完全データ原稿を有定会

員の国府印刷社さんにお願いして印刷することにな

りました。その結果が、今まで年間約 100 万円掛か

っていた会報費用が、半額の 50 万円でできるよう

になりました。会報につきましてはこれまで理事会

でいろいろと協議を重ねてきましたが、新年度 7 月、

8 月は今までの府中美術印刷さんに、9 月からは国

府印刷社さんに無事円満に切り替えになりました。

この削減した 50 万円を活動資金として今後も有効

に活用して行きたいと思っております。今日は 9 月

の第一例会ですから誕生日のお祝い行事からよろし

くお願いします。 

 

プログラム                    

会員増強    宇野賢治委員長 

今年度の会員増強

委員会は、会員増強

アンケートをとらせ

ていただきました。

みなさんそれぞれの

思いを記入していた

だきました。ご協力

ありがとうございま

した。 

アンケートの質問内容は 

１．みなさんそれぞれが考える武生ＲＣの魅力は？ 

２．入会を誘う時の口説き文句は？ 

３．入会を誘われた時の口説き文句は？ 

４．今後武生ＲＣを魅力ある会にするためには何を

していかないといけないのか？ 

どう変えていかないといけないのか？ 

５．武生ＲＣに誘いたい人・武生ＲＣの魅力を伝え

たい人の名前は？ 

の５項目でした。新会員をお誘いする時に上記アン

ケート１・２・３番の結果を自分にあった形にアレ
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ンジしてご利用してください。また、別資料「新会

員を勧誘する際の８つのポイント」も参考にしてい

ただけると良いと思います。 

 続いて、「新会員の推薦は如何にするか 新会員

推薦のステップ１・２・３」の記入方法を説明させ

ていただきました。みなさんおひとりおひとりが武

生ＲＣへ誘いたい人を勧誘いただき、推薦用紙へ記

入していただき事務局か宮前幹事へ提出していただ

きたいと思います。また、お誘いしていただくとき

に「ロータリーへの誘い」のチラシも利用していた

だけると良いかと思います。推薦用紙とチラシは事

務局にあります。 

名前が挙がったお誘いしたい新会員へ、名前を挙

げた現会員からアプローチしていただきたいと思い

ます。会長の目標でもある「女性会員と若手会員」

については特に積極的に勧誘お願いしたいと思いま

す。また、お誘いしたい人にお会いする時に一人で

は心細いのであれば、私ども会員増強委員会メンバ

ーもご一緒させていただきますのでお声をかけてく

ださい。もしくはお誘いしたい人を良く知っておら

れる他の会員に同行していただいても良いかと思い

ます。 

みなさん、武生ＲＣ一丸となって会員増強をして

いきましょう！ 

 

会員記事                    

9 月誕生日お祝い・・・3名 

石 川 満 夫 87才 

佐々木 忠 彦 72才 

木 下 仁 史 52才 

 

  

 

 

 

 

9 月結婚記念日お祝い・・・1名 

奥 村 充・由加里  25年 

 

 

 

 

 

9月 連続出席お祝い・・・2名 

森 上 節 子 14年 西  野  昌  美  5年 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ箱・・・ 41,000 円 累計 366,000 円   

・誕生日自祝 再び、長寿に感謝して。  【石川満夫】 

・誕生日自祝 8 月に喜寿のバースデイをお友達にお祝

いして頂きました。エイジシュートをやっちゃいまし

た。運と同伴競技者の宮前会員、矢尾会員ありがとう

ございました。           【小林幸一】 

・誕生日自祝      【佐々木忠彦】【木下仁史】 

・ちょっと！ 【白﨑弘康】【田中大成】【井上常宏】 

・連続出席出来ましたことに感謝です。ありがとう 

ございました。          【森上節子】 

・宇野さん、会員増強卓話よろしく。会員ますます 

 増やして下さい。         【宮前貴司】 

・9/14～16 までサンドームで恒例のえちぜんものづ 

 くりフェスタが開催されます。   【西藤浩一】 

・本日発表させていただきます。よろしくお願いし 

 ます。              【宇野賢治】 

・連続出席自祝           【西野昌美】 

・宇野委員長、会員増強よろしくお願いします。 

                 【三田村久光】 

・森上会員、西野会員連続出席おめでとうございます。 

                    【上野 巌】 

・敦賀まつりで、酔って上着を無くしました。 

                  【奥村 充】 

例会変更情報／福井県内ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付（9 月 11 日～24 日） 

9 月 19 日 福井 RC 12:00～12:30 ユアーズホテルフクイ 1F フロント 

9 月 24 日 福井南 RC 12:00～12:30 繊協ビル正面玄関 

＊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。 

◆◆武生 RC 掲示板◆◆ 

～田中茂会員撮影～：山紫陽花 

（6 月 25 日） 

奥ノ院千年守り山紫陽花 花音 

※皆さんの趣味の写真（山登りやゴルフ、旅行など）メール

ください。 

本日(9月 10日)例会    9月 17日 

 

休  会 

 

9月 24日  

ロータリー情報 

 田中茂委員長 

 

10月 1日 

第一例会行事 

会員卓話 

   梅田雅彰会員 

夜間例会 18：45～ 

武生国際音楽祭 2019 

 越前市文化センター 


