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本日出席会員 39名 

 メークアップ（前々回）1 名 

 出席率（前々回補正） 82.35% 

 「君が代」斉唱 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

会長挨拶 第 67 代会長 白﨑弘康          

本日は、北陸電力丹南支店、

支店長 川原雅人様を新入会員

として、お迎えすることが出来

ました。前任の奥村会員より引

き継いで頂き現在５２名の会員

数となりました。 

さて、最近の第二波とも言う

べき新型コロナウイルスの感染拡大に触れない訳には行か

ないのでありますが、連日の様に報道され、特に大都市部を

中心とした感染者数の発表には毎日驚かされています。福井

県の方は、一人二人と感染者が増えて行き予断を許さない状

況だと思います。先週の２８日の火曜日に、直前会長幹事慰

労会を三十数名の有志の方々にお集まり頂き、予定通り開催

致しましたが、参加された皆様にお変わり無いでしょうか。

この二三日の状況であれば、多分開催出来なかったのではな

いかと思っております。現在、緊急事態宣言が出ていた当時

とは微妙に状況のニュアンスが異なっている様な気がしま

す。国の方もアクセルとブレーキを同時に踏んでいる様な中、

最終的には、各種団体や個人個人が気を付ける事が最大の予

防策なのだろうと思います。 

 昨夜、ガバナー事務所より「感染拡大予防のお願い」の文

書が流れてきまして、予防対策が十分なされた例会の食事以

外、RC において数名以上規模の食事会等は、自粛する様に

との事です。武生 RC としましても、理事会において「もし

感染拡大が起きた場合には、再度の例会中止がありますか？」

との問に対して、「感染予防を優先しまして例会中止もあり、

そこは会長の判断でお任せします」と言って頂きましたので、

状況を注意深く見ながら活動を見て行きたいと思います。会

員の皆様には、お気を付け頂きます様にお願い申し上げます。 

プログラム                           

＜委員会活動方針発表＞ 

西藤浩一 出席・健康管理委員長 

基本的に皆さんに出席のお願いをしたい事と、それに合わ

せて健康管理をして頂く委員会であります。 

７月に連続出席者のセレモニーが出来ていない事で、理事

会での見直しの了解を頂きまして、完全出席者連続出席のお

祝いと、連続出席を目指して努力されて来た会員のお祝いを

二段階で、考えて行こうと理事会でご理解を頂きました。 

宇野賢治 奉仕プロジェクト委員長 

奉仕プロジェクトは、各奉仕プロジェクトの計画に協力し

て行き、事業実施のサポートもして参ります。それと奉仕事

業の参加を皆さんに促したいと思います。職業奉仕ですが、

奉仕の精神を学び、コロナの状況を見ながら新しい形での活

動を考えて、見直していきたいと思っています。活動計画に

おきましては、各会員が職業奉仕について学ぶための方法を

検討します。また、「職業奉仕」を話題にした話し合いを計

画したいと思います。 

井上常宏 社会奉仕委員長 

基本方針としまして地域社会のニーズをとらえて奉仕活

動を行う。活動計画としまして、地域のニーズを調査する。

会長の意向に沿った形の社会奉仕活動を企画する。とさせて

頂きました。昨年来、コロナの問題がありまして、社会奉仕

をするのにどうしたら良いのか、悩んでいる所でございます。

この様な状況の中なので、会長さんと相談しながら決めて行

きたいと思います。 

橋本勝利 国際奉仕委員長 

基本方針としまして、会員の国際奉仕への関心と理解を深

め、国際平和の推進を図る。と言う所で１年間進めさせて頂

きます。活動計画ですが、地域の国際交流事業に参加、協力

をさせて頂きたいと思います。出来るかぎり参加させて頂い

て、RC としての役目を全うすべき１年間を頑張って行きた

いと思います。また本年度、中攊扶輪社との姉妹クラブ調印

の年に当たります。３年に１回の調印の年ですが、昨年、今

年と来日する予定ではありましたが、中止となっています。

本年度、まだ時期が決まっていませんが、何とか実現出来る

様に、話し合いをさせて頂きたいと思っています。 
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河嶋一 米山奨学委員長 

今年度は留学生を受け入れていないので、その様な仕事は

無いのですが、皆様に「米山奨学」とは何かという事で言わ

して頂くと、日本で初めて東京 RC の初代会長に就任した米

山氏の功績をたたえ、東京 RC の事業から日本各地の RC に

拡がり、文部省の認可を取って「財団法人ロータリー米山記

念奨学会」となり現在に至っております。この米山氏は、戦

後生きる道は平和しかない、アジア、世界に日本を理解して

もらう為に、一人でも多くの留学生を迎え入れ、平和を求め

る日本人と出会い、信頼関係を築くことで日本の為、敷いて

は真の国際貢献になると信念の元、設立されました。皆様か

らは年会費から１万円を頂いていることをご理解頂ければ

と思います。 

宇野晃成 青少年奉仕委員長 

従来通り行きますと、しくら賞、RYLA、インターアクト

の夏期研修会などがありますが、今年はコロナの影響ですで

に、インターアクトの夏期研修会・地区大会が中止になりま

した。それ以外の RYLA につきましては、来年の５月に予定

されていますが、どうなるか分かりません。しくら賞につき

ましては、市との協議の結果で、予定としまして選考は致し

ますが、受賞式は取り止めにしようか、会長との最終の決断

を予定しています。 

木下仁史 インターアクト委員長 

インターアクトの基本方針は、武生東高校 IAC との、関

係強化を目指す。国際理解を深める事が出来るよう支援し助

言する。事になっております。武生東高校 IAC との関係強

化におきましても、新型コロナウイルスの対策を十分に講じ

たうえで、何が出来るのかを探そうと思っています。 

上野巌 ロータリー財団委員長 

基本方針と致しまして、国際ロータリーの慈善部門としま

して、国際社会の理解と世界平和達成のための活動を行いま

す。活動計画としまして、ロータリー財団への寄付の推進、

①会員一人当たりの年次寄付額１８０ドル（１万９０８０円）

をお願いしたいと思っています。②ベネフェクター会員の増

強を推進する。（１０００ドル以上の寄付者）、ロータリー補

助金の積極的な活用、奉仕プロジェクトと連携しまして地区

補助金の活用の検討を行います。グローバル補助金の活用に

向けての研究を進め、国際奉仕活動への参画を目指す。③ロ

ータリー財団への皆様の理解促進を深めて行きたいと思っ

ています。 

吉田登喜男 プログラム委員長 

目標としまして、参加して楽しい例会にしたいと考えてお

ります。上半期につきましては、新入会員さんの卓話をメイ

ンに組んでいきたいと思います。下期につきましては、会員

の皆さんの卓話、また、ゲストスピーカ―をお招きしての卓

話を進めて行きたいと思っています。特にテーマとしまして

は、これからの事業に不可欠なテーマを選んで、楽しく学ぶ

ようなイメージで組んでいきたいと思います。 

会員記事                   

8月誕生日お祝い・・・5名 

小 林 幸 一  78 才  玉 村 一 男 72 才 

藤 本 幸 紀  59 才  三 田 村 久 光  58才 

塩 田 憲 康  49 才 

報告事項                   

新入会員紹介 

川原
かわはら

 雅人
まさと

さん 

生年月日／昭和 44年 12月 1日 

職業分類／電気事業 

事業所／北陸電力㈱丹南支店 

役職／支店長 

家族／妻、子供 3人 

推薦者／米岡房直会員 

ニコニコ箱・・・26,000 円 累計 138,500 円                  

・川原さんの入会を祝って【白﨑弘康】【田中大成】【三田村士郎】 

・例会の窓 寒々と冬景色      【渡辺佳男】 

・宇野さん、敦賀気比高校優勝おめでとう。甲子園は 

 残念です。            【奥村 忠】 

・ちょっと             【三村昌之】 

・結婚記念日自祝 お陰様で県大会優勝できました。 

 ありがとうございました。       【宇野晃成】 

・川原さんご入会おめでとうございます。今後ともよ 

 ろしくお願いいたします。       【矢尾主成】 

・本日発表させていただきます。またちょっと楽しいことが

ありました。          【宇野賢治】 

・本日、癒しの会お待ちしております。【西本久美子】 

・ロータリー財団委員長として一年間よろしくお願いします。               

【上野 巌】 

・各委員長様、発表をよろしくお願いします。【吉田登喜男】 

・宇野さん、敦賀気比高校優勝おめでとうございます。 

     【市川隆成】 

例会変更情報／福井県内ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付（8 月 19 日～9 月 1 日） 

ビジター受付はありません。 

＊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(8月 18日)例会    8月 25日 

新入会員卓話 

  織田桂蔵会員 

  桶谷三枝子会員 

9月 1日 

ロータリー情報 

辻岡ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長 

9月 8日 

 

会員卓話 

 

会員増強 

石川浩会員増強委員長 


