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本日出席会員 36名 

 メークアップ（前々回） 3名 

 出席率（前々回補正） 81.25% 

「君が代」斉唱 

ロータリーソング「奉仕の理想」 
 

会長挨拶 第 69 代会長 河嶋 一         

先週の IM 長時間にわ

たりお疲れ様でした。久

しぶりの懇親会で盛り上

がりお酒も進み、当初の

予算をオーバーするので

はと心配していましたが、

国の全国旅行支援金のお

かげで無事予算内で収ま

りました。 

今日は新しい仲間のご

紹介をさせていただきま

す。丹南ケーブルテレビ㈱の河瀬様が入会されます。

皆様ご存じかと思いますが、元越前副市長の要職に就

かれていた方です。推薦人である田中大成会員からこ

の後ご紹介していただきます。 

それと、クリスマス家族会が 12/18 日曜日に鯖江シ

ティーホテルで開催する事が理事会で決定しました。

この企画は、今休会しています宇野親睦委員長に企画

していただきました。 

会長の私からは、私の年度の親睦委員会事業はすべ

てお任せします。ただ、条件として会員が楽しく参加

しやすい企画をお願いしますとだけ伝えました。 

日曜日の 18 時から開催し、交通機関は大きな駐車場

がある、お酒を飲まれる方にも考慮して、福鉄で帰れ

る場所を選んでいただきました。料理もかなり重要な

要素ですので、柿谷幹事と宇野委員長とともにプライ

ベートでディナーに行き、食事は皆様に喜んでいただ

けることを確信しました。ただ 1 つ残念なのが、例年

の参加人数だと、夜景が見えるレストランではなく、2

階の大ホールになります。帰りに仮予約をして帰りま

した。 

皆さんご存じのように宇野委員長は現在休会してい

ます。宇野委員長の思いを、井上副委員長が引き継い

でいただき、今日親睦委員会を開いてクリスマス家族

会についての打ち合わせをしていただきます。井上副

委員長及び親睦委員の皆様よろしくお願いします。 

本日は、渡辺財団委員長の卓話です。 

       

プログラム                           

ロータリー財団について 

       渡辺哲広ロータリー財団委員長 

 

ロータリー財団から、地区の

方より皆さんに伝えて欲しい

内容と寄付のお願いです。 

まずは、10 月 24 日は世界ポ

リオデー（日本では小児麻痺と

も呼ばれています）となります。

本年も一般会計より、昨年同様

お一人 30 ドルの寄付をご理解頂いておりますこと

を感謝致します。ポリオ予防接種を受けた子供の累

計は 30 億人で投入された資金は 22 億円です。 

もしこの活動を中止したら、今後 10 年間で年間

20 万人の発症が予想されます。世界で 2 番目の撲滅

可能なウイルスとして、もう少しのところに来てい

ます。 

また、最近の活動としては、ウクライナの危機に

対して累計 272件 890万ドルの災害支援がされてい

ます。ちなみに、日本は寄付総額で３位（１位アメ

リカ ２位韓国）で、ポーランドのメンバーは、ウ

クライナの難民を受け入れて、１つの家に 29 名で

暮らしている報告もあって驚いております。 
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次に、ロータリー財団寄付金です。昨年まで、一

般会計で一人 150 ドルの寄付を頂いておりました。

今年は苦渋の決断として、一人 50 ドルと 1/3 に減少

しております。 

では、武生ロータリークラブにどういう影響がで

るのか。一番は、助成金の上限です。毎年の寄付金

総額に応じ、補助金の上限がきまります。 

今年の寄付金の総額が、２年後の補助金の上限に

反映されます。 

本年は、ロータリー補助金を活用して、手話下敷

き 1000 枚と野菜菜園機材合わせて、総額 5,292 ド

ルの寄付ができました。 

来年も、過去の寄付金総額から、本年同様の補助

金を活用できると想定されます。問題は、２年後で

す。 

先日の例会で森本夫妻・三田村様の奥様が、活動

報告してくれました。じゃんけん手話も教えて頂き

ました。最近では、10 月 30 日に市の「親と子のリ

レーショップ北陸 in 越前」で手話の歌を歌った時、

手話下敷きが大好評であった話や、越前市 12 小学

校の４年生の授業で下敷きが大活躍だった話や、水

害になってしまったけど、今年の夏はゴーヤが豊作

で・・・などの報告が、ラインで随時アップされて

います。 

是非、今後もこのような活動が継続できるよう、

皆様の 1 万円以上のご寄付をお願いします。 

 

会員記事                    

11月誕生日お祝い・・・2名 

笠 原    章  71才 

柿 谷 好 彦  57才 

 

 

 

 

11月結婚記念日お祝い・・・10名 

織田桂蔵・美智子 57 年 

辻岡俊三・里 枝 55 年 

竹内紀昭・悦 子 55 年 

奥村 忠・恭 子 49 年 

西藤浩一・いずみ  45 年 

田中大成・智 子 36 年  

野田義弘・佳代子 33 年 

三田村久光・江美子 33 年 

西本久美子・将和  22 年 

河合洋典・史 織  7 年 

 

報告事項                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新入会員紹介 

河瀨 信宏(かわせ のぶひろ)さん 

生年月日／昭和 29年 5月 22日 

職業分類／民間放送 

事業所／丹南ケーブルテレビ㈱ 取締役 

推薦者／田中 大成会員 

 

ニコニコ箱・・・ 59,000円 累計 512,500 円           

 

・渡辺さん、卓話お願いします。    【河嶋 一】 

・結婚記念日自祝   

【辻岡俊三】【竹内紀昭】【奥村 忠】【野田義弘】 

【西藤浩一】【三田村久光】【西本久美子】【河合洋典】 

・河瀨さん、入会おめでとうございます。 

【米岡房直】【田中 茂】【井上常宏】【有定静子】 

・結婚記念日自祝  

河瀨さん入会おめでとうございます。  【田中大成】 

・明日 11 月 9 日おかげ様でマクドナルド武生インター

店がグランドオープンいたします。   【宮前貴司】 

・本日のロータリー財団についての卓話よろしくお願

いいたします。            【渡辺哲広】 

・誕生日自祝 渡辺財団委員長よろしくお願いいたし

ます。                【柿谷好彦】 

・先日はたくさん飲ませていただきました。 

                  【桶谷三枝子】 

・ちょっと        【鎌谷孝之】【渡辺岳史】 

・早退させていただきます。       【杉本正一】 

・入会させていただきました。よろしくお願いいたし

ます。                【河瀨信宏】 

 

本日(11月 15日)の例会    11月 22日 

 

   休 会 

11月 29日 

ゲスト卓話 

武生東高等学校 

 校長 入羽弘之氏 

12月 6日 

第一例会行事 

年次総会 

定款細則について 

夜間例会 18：00～ 

場所：料亭うおとめ 


