ロータリー：変化をもたらす
2017-18 年度
国際ロータリー会長
イアン・ライズリー
（オーストラリア（ビクトリア州））

2017-18 年度

2017-18 年度

RI 第 2650 地区スローガン

福井西ロータリークラブスローガン

ガバナー

田中 誠二(京都東 RC)

会長

福田信富

2017 年
1.
2.
3.
4.

四つのテスト
真実かどうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか

ROTARY CLUB of FUKUI-WEST JAPAN

福井西ロータリークラブ

国際ロータリー第 2650 地区

クラブ会報

9月1日
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本日の例会

第 181６回例会

８月と９月の例会予定
８月は、１１日と１８日は休会で、２５日も納涼例会
のため、この会場での例会はありません。
お間違えないようにお願いします。なお、２７日の納
涼例会については、親睦委員会からご案内があります
ので、よろしくお願いします。
９月は、１日の例会が、年間予定表では、ガバナー公
式訪問の事前アッセンブリーとなっていましたが、木
村ガバナー補佐の都合で、翌週に変更となります。
１日は、会員卓話として、松田会員にお願いしていま
す。
楽しいお話が聞けますので、是非ご出席ください。
８日の例会は、創立３９周年記念例会です。本来は、
１５日が創立記念日ですが、ガバナー公式訪問と重な
りますので、８日にさせていただきます。合わせて、
ガバナー公式訪問事前アッセンブリーも行いますの
で、よろしくお願いします。
１５日は、福井北 RC と合同で、田中ガバナーをお招き
してのガバナー公式訪問例会となります。
８日の創立記念例会と１５日のガバナー公式訪問につ
いては、出来る限り、会員の皆様全員のご出席をお願
いします。改めて、出欠の確認をさせていただきます
ので、よろしくお願いします。
３ 他クラブの例会の変更
福井 RC,三國 RC から例会変更・休会のお知らせが届い
ています。
後程、掲示しておきますので、メークアップ等にご留
意ください。
４ 今月の地区会議等の開催予定
８/５（土） ロータリー財団セミナー
内田会長エレクト、久野委員長 出席
８/１９（土） 社会奉仕委員長会議（未定）
８/１９（土） 県下 RC 会長・幹事会議
福田会長、林幹事 出席

2017/9/1

私の自己紹介
担当：松田由美子 会員
〈第 1814 回例会記録〉

〈2017 年 8 月 4 日〉

開会点鐘 12：30／唱歌：奉仕の理想
会長の時間／幹事報告／委員会報告／栄誉行事／
RLI 研修修了証授与／ニコニコ箱報告
内容：会員増強委員会「会員増強・会員卓話について」
閉会点鐘 13：30
例会出席状況

出席者

19 名

メークアップ
●林雅則

2017.7.29 …

会長の時間

クラブ職業奉仕担当者研修会

福田信富 会長

北陸福井も 8 月に入り、ようやく梅雨も上がり夏本番とな
ります。
九州福岡、大分、東北秋田、山形、東海名古屋ほか、横浜
と各地で豪雨災害に泣かされた今年の梅雨時、家が流され、
壊れた物のかたづけ、復旧にと、作業されている方々が多
くおられるニュースを見るたび、手伝う奉仕に行こうと思
いますが、東北に、九州にとなかなか思うになりません。
五日一雨、十日一雨、5 日に一度穏やかな風が吹き、10 日
に一度気持ち良い雨が降ると、とても人、動物、植物にと
って、良き環境で活動が出来るのにと思います。
1 人々が元に戻れる様、CO2 削減を進めて行かないと、ノア
の箱舟になり、海上生活が待っているのかも知れませんね。
今日のプログラム会員増強委員会 中村委員長の計画卓話
をお願いしております。

幹事報告
１

出席される委員長等には、暑い中、ご多用中よろしくお願
いします。

例会変更のご案内
例会変更のあるクラブは以下のとおりです。
詳細は、事務局にお問い合わせ下さい。
●三国ロータリークラブ
＜休会＞ 8 月 11 日（金）
＜変更＞ 9 月 15 日（金）18：30～ グランディア芳泉
創立記念例会の為

林雅則 幹事

今月の例会
今日は、今年度第１回目のクラブフォーラムとして、
会員増強・退会防止について、中村委員長からのお話
です。皆さん、一緒に会員増強・退会防止について考
えましょう。
なお、例会終了後に理事会を開催しますので、理事・
役員の皆様はこの場にお残り願います。

●福井東ロータリークラブ
＜休会＞ 8 月 14 日（月）
＜変更＞ 8 月 21 日（月）＊ビジター受付なし
8 月 28 日（月）→ 8 月 17 日（木）
福井水仙 RC・福井東 RC とのガバナー合同公式
訪問の為

福井西ロータリークラブ
［創立］1979 年 9 月 15 日 ［承認］1979 年 11 月３日
［例会日］金曜日
［例会場］バードグリーンホテル
［現在会員数］37 名
［姉妹クラブ］高雄東南 R.C.(台湾)、熊本西 R.C.

理
事
会

［会長］福田信富
［会長エレクト］内田幸雄 ［副会長］林雅則
［幹事］林雅則 ［会計］村中将一 ［SAA］文村俊彦 ［直前会長］矢田義邦
［理事］会員増強・退会防止担当 中村淳 ［理事］クラブ広報担当 高井良民雄
［理事］クラブ管理運営担当 林雅則 ［理事］奉仕プロジェクト担当 松浦政文
［理事］ロータリー財団担当 久野真 ［理事］米山奨学担当 五十嵐清人
［理事］クラブ交流担当 林逸男
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委員会報告
【広報委員会】

高井良民雄

会員

スマホに関するアンケートを配布しましたので記入
をお願いします。
【親睦委員会】

久野真

会員

福田会長杯グランドゴルフコンペですが、30 人以上
の参加を目指しています。まだ、申込を受け付けてい
ます。参加される方には再度、詳細についてのご案内
をします。
「クラブ職業奉仕担当者研修会」ご報告

林雅則 幹事

7 月 29 日

午後１時３０分に、田中誠二ガバナーの開会点鐘で始
まり、田中ガバナーのあいさつの後、第１部では、中
島健 地区職業奉仕委員長の「ロータリーにおける職
業奉仕の位置づけ」などの講演がありました。
さらに、各クラブから回答した「職業奉仕に関する意
識調査」の結果報告と地区職業奉仕委員会の今年の活
動方針・計画について、説明がありました。
意識調査結果では、質問の「職業奉仕はロータリアン
であることの最も大きな理由である」と答えた会員の
割合は、年齢が若くなるほど、会員歴が少なくなるほ
どその割合が低くなっていることが現れています。
今年度の活動方針では、
「近年 RI では人道的奉仕に大
きく傾斜し、職業奉仕はロータリアンが職業上のスキ
ルで利用して行う奉仕活動の側面が強調されてきた
が、ここに来て、ロータリーが「人道的奉仕を行う団
体」であること、また「職業を代表する地域社会のリ
ーダー組織」であることの両方でバランスを取ろうと
いう、RI の方針の修正があったことを踏まえ、ロータ
リーの基本理念の根本ともいえる、シェルドンが提唱
した職業奉仕の基本理念を正しく再認識していただき
機会を提供することにより、各クラブ並びに各会員に
おける職業奉仕が大いに盛り上がるよう、サポートし
たい。」と述べています。
この後、第２部では、昨年度の特筆すべき職業奉仕活
動の事例として、滋賀県の東近江 RC の生涯学習の場で
ある「ちょっときてぇな講座」への講師派遣活動の発
表とともに、我が福井西 RC の「福井県立大学『キャリ
アデザイン特論』授業における『福井西ロータリーク
ラブ会員』によるはじめての特別講義」活動の様子を
発表しました。
福井県内ロータリークラブ
例会日

月曜日
福井東 RC（AOSSA）

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

福井フェニックス RC
（ザ・グランユアーズフクイ）
福井南 RC
（福井繊協ビル）
勝山 RC
（勝山市民活動センター）
武生 RC（武生商工会館）
若狭 RC（ホテルせくみ屋）

福井北 RC
（ザ・グランユアーズフクイ）
丸岡 RC（城のまち会館）
鯖江北 RC（神明苑内）
敦賀 RC
（福井銀行敦賀支店）
大野 RC（大野商工会館）

福井 RC
（ユアーズホテルフクイ）
福井水仙 RC
（福井パレスホテル）
武生府中 RC
（越前たけふ農協会館）
敦賀西 RC（プラザ萬象）

福井あじさい RC
（ホテルリバージュアケボノ）
三国 RC（三国観光ホテル）
鯖江 RC（鯖江商工会館）

クラブ事務局 〒910-0063 福井市灯明寺 2 丁目 703 明電設備株式会社 3F
TEL（0776）27-5288 FAX（0776）27-1745 E-mail：nishi-r@mountain.ocn.ne.jp
会報委員長／林通代 副委員長／松田由美子 委員／橋爪中徳・久野真
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の方がいらっしゃいましたら、勧誘のためのパンフレ
ットなども用意しておりますので、ぜひ、御連絡下さ
い。また、フェニックスクラブのような異業種交流会
など、新たな試みも検討して参りたいと存じます。

栄誉行事（結婚記念日・誕生日・勤続）
【結婚記念日】
【誕生日】
【勤続】

第 1473 号

東村陽一

高井良民雄・五十嵐清人・福田信富
8 月理事会

高木輝夫・熊谷二郎・屋敷大作

1.「福井西ロータリクラブ ジャンパー・帽子」購入
の選定について
「検討チーム」で提案候補製品から選定し、理
事会に報告する。
（新入会員用）

RLI 研修修了証

2.「定款・細則委員会」で「慶弔規定」改正を検討す
ることについて
他 RC 等を参考に「定款・細則委員会」で検討し、
理事会に報告する。

授与

3.出産祝い金の支給について
田村会員に第 3 子が誕生した。規定通り 3 万円
の祝い金を渡す事とする

内田幸雄
会長エレクト

5.福井西ロータリークラブ 40 周年事業について
実行委員会を立ち上げる
委員長は 林逸男会員
＜検討事項＞
・立上げ時期
・ガバナー賞を目指す

【卓話】
「会員増強・退会防止について」
担当：会員増強委員会

今期の会員増強、退会防止委員会は、来季の４０周年
に向けて、４０名到達（純増６名）を目標としていま
す。従前、ロータリークラブにおいては、１業種１名
の入会が原則でしたが、現在は、その縛りは緩和され
ています。もっとも、当クラブで一番会員が多かった
時期にどのような業種の方が入会されていたかをみる
ことは、これからの勧誘にも意味があることかと思い、
調べたところ、最も会員数が多い時期の前後では、４
７業種７２名の会員が在籍されていました。当時との
比較では、現在、医療関係が７名→１名、繊維関係が
６名→０名、電気・通信関係が６名→０名となってお
り、時代の変化もありますが、手薄な分野において、
積極的な勧誘が必要なのではないかと思います。会員
増強だけが先走りしても、クラブ活動が充実しなけれ
ば意味がないのですが、会員が少ないと、一人一人の
負担が重くなるのも退会理由になってしまいますの
で、クラブ活動の充実、親睦活動の充実とともに、新
規会員の獲得を図りたいと存じます。新入会員の対象
福井県内ロータリークラブ
例会日

月曜日
福井東 RC（AOSSA）

4.福井商業高校ハンドボール部への支援奉仕の実施に
ついて
9 月 22 日の卓話に来て頂いた時に目録を渡す。

8 月 4 日 ニコニコ委員会
中村淳：卓話させていただきます。よろしくお願いします。
福田信富：梅雨も明け、夏本番になります。元気よく行きま
しょう。
内田幸雄：暑さに負けずに頑張りましょう
文村俊彦：検診のため、途中退席します
三國雅睦：梅雨も明け本格的夏到来、熱中症に気をつけ
ています
山形悠：27 日のグランドゴルフ例会、楽しみに参加させて頂
きます

計 6 名 15,000 円／今期累計 116,000 円

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

福井フェニックス RC
（ザ・グランユアーズフクイ）
福井南 RC
（福井繊協ビル）
勝山 RC
（勝山市民活動センター）
武生 RC（武生商工会館）
若狭 RC（ホテルせくみ屋）

福井北 RC
（ザ・グランユアーズフクイ）
丸岡 RC（城のまち会館）
鯖江北 RC（神明苑内）
敦賀 RC
（福井銀行敦賀支店）
大野 RC（大野商工会館）

福井 RC
（ユアーズホテルフクイ）
福井水仙 RC
（福井パレスホテル）
武生府中 RC
（越前たけふ農協会館）
敦賀西 RC（プラザ萬象）

福井あじさい RC
（ホテルリバージュアケボノ）
三国 RC（三国観光ホテル）
鯖江 RC（鯖江商工会館）

クラブ事務局 〒910-0063 福井市灯明寺 2 丁目 703 明電設備株式会社 3F
TEL（0776）27-5288 FAX（0776）27-1745 E-mail：nishi-r@mountain.ocn.ne.jp
会報委員長／林通代 副委員長／松田由美子 委員／橋爪中徳・久野真
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〈2017 年 8 月 27 日〉

開会点鐘 10：30／唱歌：納涼移動例会の為なし
ビジター：なし
会長の時間／
内容：納涼例会 福田会長杯グランドゴルフ大会
担当：親睦委員会
閉会点鐘 14：00

福田会長杯親睦グランドゴルフコンペ
8 月 27 日（日）

例会出席状況

出席者

会長の時間

福田信富 会長

27 名

会長の時間
福田信富
今朝、部屋の窓を開けたら、涼しい風が「すぅー」
っと入り込んで来ました。
もう夏も終わりかと思いつつ起きました。
皆様、今日は福井西ロータリークラブの納涼例会に
会員及び、家族の方々が多く参加して頂き有難うご
ざいます。
ロータリークラブの親睦委員会、皆様の計画で実現
しました納涼例会。普段、お父さんはロータリーク
ラブで何をしているのか。ロータリークラブって何
をする所なのか分からないと思いますが、今日一日、
皆様一同に各グループに分かれ、楽しいお話を交え
てグランドゴルフを楽しんで下さい。
老いも若すぎる子も同じゲームをします。
グランドゴルフが終われば、食事を囲んで楽しい一
時を過ごして下さい。走らず、焦らず、怪我をせず
にお願いします。

休暇村越前三国にて

8 月 27 日（日）にご家族の方もご招待して、
『福田会長
杯親睦グランドゴルフコンペ』を休暇村越前三国にて開
催しました。
チーム対抗で行いました。各チームホールワンが出るほ
ど、熱く盛り上がりました。
賞品はチーム・個人（3 位まで）ありました。
表彰式は昼食をとる会場で行い、大変楽しい例会になり
ました。
＜＜チーム戦＞＞
【優勝】Ｂチーム
清水智信・福田信富・横山國男
【２位】Ｃチーム
西畑二郎・林雅則・林快枝・内田幸雄
【３位】Ｆチーム
岡崎廉祐・林道代・林公一朗・中村朋美
【４位】Ｅチーム
松田由美子・高井良民雄・山形敏郎・山形陽大
【５位】Ａチーム
村上重治・麻内敏雄・麻内泰子・吉川忠博
【６位】Ｄチーム
久野真・久野尚子・久野凌

＜＜個人戦＞＞
【優勝】高井良民雄
【２位】横山國男
【３位】久野真

例会変更のご案内

＜＜ホールインワン＞＞

例会変更のあるクラブは以下のとおりです。
詳細は、事務局にお問い合わせ下さい。
●武生府中ロータリークラブ
＜変更＞9 月 7 日（木） → 場所：武生商工会議所
武生工業高等学校就職模擬面接開催の為
9 月 28 日（木） → 場所：福井工業高等専門学校
高専支援プレゼンテーション開催の為

村上重治
吉川忠博
高井良民雄
松田由美子

●福井フェニックスロータリークラブ
＜休会＞10 月 31 日（火）

福井県内ロータリークラブ
例会日

月曜日
福井東 RC（AOSSA）

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

福井フェニックス RC
（ザ・グランユアーズフクイ）
福井南 RC
（福井繊協ビル）
勝山 RC
（勝山市民活動センター）
武生 RC（武生商工会館）
若狭 RC（ホテルせくみ屋）

福井北 RC
（ザ・グランユアーズフクイ）
丸岡 RC（城のまち会館）
鯖江北 RC（神明苑内）
敦賀 RC
（福井銀行敦賀支店）
大野 RC（大野商工会館）

福井 RC
（ユアーズホテルフクイ）
福井水仙 RC
（福井パレスホテル）
武生府中 RC
（越前たけふ農協会館）
敦賀西 RC（プラザ萬象）

福井あじさい RC
（ホテルリバージュアケボノ）
三国 RC（三国観光ホテル）
鯖江 RC（鯖江商工会館）

クラブ事務局 〒910-0063 福井市灯明寺 2 丁目 703 明電設備株式会社 3F
TEL（0776）27-5288 FAX（0776）27-1745 E-mail：nishi-r@mountain.ocn.ne.jp
福井県内ロータリークラブ
会報委員長／林通代
例会日

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

副委員長／松田由美子
委員／橋爪中徳・久野真
福井フェニックス
RC
福井北
RC
福井 RC
（ザ・グランユアーズフクイ）
（ザ・グランユアーズフクイ）
（ユアーズホテルフクイ）
福井南 RC
丸岡 RC（城のまち会館）
福井水仙 RC

金曜日
福井あじさい RC
（ホテルリバージュアケボノ）
三国 RC（三国観光ホテル）
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福田会長杯親睦グランドゴルフコンペの様子

バス班出発です！

全員で記念写真

普段お会い出来ない
ご家族の方とのコミ
ュニケーションタイム
です♪

親睦委員会
最終打ち合わせです
会長挨拶

福田会長杯グランドゴルフスタート！！

競技説明

久野会員

Ｂチーム

Ａチーム

福井県内ロータリークラブ
例会日

月曜日
福井東 RC（AOSSA）

Ｃチーム

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

福井フェニックス RC
（ザ・グランユアーズフクイ）
福井南 RC
（福井繊協ビル）
勝山 RC
（勝山市民活動センター）
武生 RC（武生商工会館）
若狭 RC（ホテルせくみ屋）

福井北 RC
（ザ・グランユアーズフクイ）
丸岡 RC（城のまち会館）
鯖江北 RC（神明苑内）
敦賀 RC
（福井銀行敦賀支店）
大野 RC（大野商工会館）

福井 RC
（ユアーズホテルフクイ）
福井水仙 RC
（福井パレスホテル）
武生府中 RC
（越前たけふ農協会館）
敦賀西 RC（プラザ萬象）

福井あじさい RC
（ホテルリバージュアケボノ）
三国 RC（三国観光ホテル）
鯖江 RC（鯖江商工会館）

クラブ事務局 〒910-0063 福井市灯明寺 2 丁目 703 明電設備株式会社 3F
TEL（0776）27-5288 FAX（0776）27-1745 E-mail：nishi-r@mountain.ocn.ne.jp
福井県内ロータリークラブ
会報委員長／林通代
例会日

月曜日
福井東 RC（AOSSA）

火曜日

水曜日

木曜日

副委員長／松田由美子
委員／橋爪中徳・久野真
福井フェニックス
RC
福井北
RC
福井 RC
（ザ・グランユアーズフクイ）
（ザ・グランユアーズフクイ）
（ユアーズホテルフクイ）
福井南 RC
丸岡 RC（城のまち会館）
福井水仙 RC

金曜日
福井あじさい RC
（ホテルリバージュアケボノ）
三国 RC（三国観光ホテル）
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Ｆチーム

Ｅチーム

ちびっこ賞

次回例会の案内
個人の
優勝者と準優勝者

優勝チーム
福井県内ロータリークラブ
例会日

月曜日
福井東 RC（AOSSA）

第 1817 回例会 2017 年 9 月 8 日(金）
福井西 RC 創立３９周年記念例会
創立３９周年記念卓話：
チャーターメンバー 渡辺詔治会員

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

福井フェニックス RC
（ザ・グランユアーズフクイ）
福井南 RC
（福井繊協ビル）
勝山 RC
（勝山市民活動センター）
武生 RC（武生商工会館）
若狭 RC（ホテルせくみ屋）

福井北 RC
（ザ・グランユアーズフクイ）
丸岡 RC（城のまち会館）
鯖江北 RC（神明苑内）
敦賀 RC
（福井銀行敦賀支店）
大野 RC（大野商工会館）

福井 RC
（ユアーズホテルフクイ）
福井水仙 RC
（福井パレスホテル）
武生府中 RC
（越前たけふ農協会館）
敦賀西 RC（プラザ萬象）

福井あじさい RC
（ホテルリバージュアケボノ）
三国 RC（三国観光ホテル）
鯖江 RC（鯖江商工会館）

クラブ事務局 〒910-0063 福井市灯明寺 2 丁目 703 明電設備株式会社 3F
TEL（0776）27-5288 FAX（0776）27-1745 E-mail：nishi-r@mountain.ocn.ne.jp
福井県内ロータリークラブ
会報委員長／林通代
例会日

月曜日
福井東 RC（AOSSA）

火曜日

水曜日

木曜日

副委員長／松田由美子
委員／橋爪中徳・久野真
福井フェニックス
RC
福井北
RC
福井 RC
（ザ・グランユアーズフクイ）
（ザ・グランユアーズフクイ）
（ユアーズホテルフクイ）
福井南 RC
丸岡 RC（城のまち会館）
福井水仙 RC

金曜日
福井あじさい RC
（ホテルリバージュアケボノ）
三国 RC（三国観光ホテル）

