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本日出席会員 31 名 

 メークアップ（前々回） 5 名 

 出席率（前々回補正） 75.00% 

「君が代」斉唱 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

ゲスト：地区米山奨学委員 木瀬雅博様(福井 RC) 

    米山奨学生  タン, リアン チェンさん 

ビジター：カウンセラー 矢田義邦様(福井西 RC) 
 

会長挨拶 第 69 代会長 河嶋 一               

9 月 30 日

今庄なない

ろ保育園に

バルーンア

ート出前イ

ベントに行

ってきまし

た。 

松原パス

トガバナーから武生クラブ様は今回の南越前町災害

に対して何かお考えですかとの問い合わせをいただ

きました。義援金を贈るのも一つの方法ですが、も

っと違った形でやりたいです。その事を理事会で協

議したいと思っていますと回答しました。 

すると松原様から保育園児が今回の災害で非常に

怖い思いをしたのです。その事がトラウマになるの

で精神的ケアが必要なのです。ご協力いただけませ

んかとの話になり、今回フェニックスクラブさんと

共同でバルーンアート

事業を行うことになり

ました。 

通常ならメンバーが

一緒に参加したいので

すが、コロナ禍や大勢の

会員が参加すると保育園

児が委縮するので会長さ

んだけの参加でお願いし

ますとも言われました。 

現地にはまだ瓦礫や粗

大ごみが未だ山積み状態

で、復興にはまだまだ時間がかかると思います。理

事会でも復興のご支援に何をしたらいいのか議論し

たいと思います。 

今日は、米山奨学生のタン・リアン・チェンさん

の卓話です。本日もよろしくお願いします。 

 

【理事及び役員選挙について】 

次々年度の会長及び次年度宮本会長の副会長、幹

事・会計並びに 6 名の理事の選出を皆様方にお諮す

る総会が 12月の第一例会です。武生 RC 細則第 3条

第 1 節では総会の 2 ケ月前の例会、即ち本日の例会

でクラブ会員に対し、「指名委員会」又は「会員の投

票」のいずれかにするかを定めなければならないと

規定されています。当クラブ慣例の通り、「指名委員

会」で良いのではないかとは思いますがいかがでし

ょうか。では、その様にさせて頂くことに賛同の方々

の拍手をお願いします。   －拍手－ 

拍手多数により決定させて戴きます。 

それでは指名委員会の構成メンバーを発表します。

５名のパスト会長、田中茂・田中大成・三村・白﨑・

野田さん、会長エレクト宮本さんと私を含めて７名

です。指名委員会にて候補者を絞り、会長予定者と

してお願いできる方に当たります。結果を再度指名

委員会にて報告し、最終決定は、12月第一例会の年

次総会にて発表、会員皆様の承認を得ることとなり

ます。 

 

プログラム                           

米山月間に因んで 地区委員挨拶  

地区米山奨学委員 木瀬雅博様（福井 RC） 
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福井ロータリークラブの米

山奨学生タン, リアン チェ

ンさんをご紹介します。また、

米山奨学生カウンセラーの福

井西ロータリー会員矢田義邦

さんにも来ていただきました。 

 

米山奨学生卓話「自己紹介と日本での生活」 

タン, リアン チェンさん 

去年の 4 月からロータリー

の米山奨学生になりました。

マレーシアから来ました。趣

味は歌を歌うことです。特技

はテコンドーで、小学生の時

からやっています。4 ヶ国語話せます。福井大学産業創

成工学科で学んでいます。アニメと日本語に興味を持

ち、日本にやって来ました。日本に来て 6 年目です。 

赤道直下にあり、1 年中暑いのですが、日本は、春夏

秋冬の季節感あり、春は花見、冬はスノーボードなど

で楽しみました。新年の時は餅をつきました。 

友達先輩は親切です。日本のトイレは便座が温かく、

2 月に初めて来たときはトイレから出たくありません

でした。日本では席をとるときカバンなどをおきます

が、マレーシアでは必ずなくなります。日本で、電車の

中に財布やカバンを無くした時に、戻ってきたときは

大変助かりました。 

ロータリーと出会って世界観が広がりました。他の

県との交流があり、お茶や着物は忘れられない経験で

した。人と人のつながりがあり、これからは皆さんと

の出会いを大切にしていきたいと思います。 

 

会員記事                    

10月誕生日お祝い・・・5名 

 

 

 

 

竹 内 紀 昭   81才 

上 野   巌   70才 

宇 野 晃 成   62才 

河 合 洋 典   44才 

梅 田 雅 彰   38才 

10月結婚記念日お祝い・・・6名 

 

 

 

 市川 隆成・知恵子  46年 

白﨑 弘康・敏 子  42年 

鷲田 文枝・ 勉   37年 

矢尾 主成・裕 子  30年 

渡辺 哲広・和桂子  22年 

三村 昌之・育 子  20年 

ニコニコ箱・・・ 68,000円 累計 416,500 円           

・本日は米山奨学生卓話 タンさんがお世話になりま

す。よろしくお願いいたします。 

 【地区米山奨学委員会 福井 RC 木瀬雅博】 

【米山奨学生カウンセラー福井西 RC 矢田義邦】 

・タン, リアン チェンさんようこそ。卓話お願いしま

す。木瀬様、矢田様ご苦労様です。 

               【河嶋 一】【柿谷好彦】 

・職業奉仕の炉辺会合を無事終えまして。【辻岡俊三】 

・河合さんピンチヒッターご苦労様です。【内藤義介】 

・有定さんのかわり今日はできますかなー【河合敏一】 

・誕生日自祝   【竹内紀昭】【上野巌】【河合洋典】 

・ちょっといい事が。         【佐々木忠彦】 

・ちょっと   【奥村忠】【井上常宏】【桶谷三枝子】 

        【鎌谷孝之】【前田武彦】【小泉義廣】 

・河合さんから封筒を渡されて     【玉村一男】 

・河合さんご苦労様です。木瀬さん、本日の卓話よろし

くお願いします。            【田中茂】 

・木瀬さん、ご無沙汰しております。今日はよろしくお

願いします。             【田中大成】 

・結婚記念日自祝               【三村昌之】 

・参加できました。           【森上節子】 

・誕生日自祝 タン, リアン チェンさんようこそ。卓

話お願いします。    【宇野晃成】【矢尾主成】 

・マクドナルド武生楽市店が 9/25 26年の営業をもち

まして閉店いたしました。11/9 に新店オープンしま

すので、よろしくお願いします。   【宮前貴司】 

・10/7 からたけふ菊人形が始まります。入場無料で楽

しんで下さい。            【西藤浩一】 

・炉辺会合 2～5班ありがとうございます【西本久美子】 

・誕生日自祝 誕生日を迎えることができました。 

また 1 年頑張ります。         【梅田雅彰】 

・10/17 結婚記念日を自祝します。    【市川隆成】 

・皆さんご苦労様です。        【渡辺岳史】 

・10 月誕生日、結婚記念日の方々、誠におめでとう 

 ございます。        【林豊和】【山口和弘】 

本日(10 月 18 日)の例会    10 月 25日→29日 

 

ＩＭ ホスト：若狭 RC 

11 月 1日 

 

   休 会 

11 月 8日 

第一例会行事 

ロータリー財団 

渡辺哲広委員長 

炉辺会合発表 

テーマ：職業奉仕とは？ 


