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

本日の例会

ROTARY CLUB of FUKUI-WEST JAPAN

福井西ロータリークラブ

第 1818 回例会

2017/9/15

福井北 RC とガバナー合同公式訪問
２

ホスト：福井西 RC
〈第 1816 回例会記録〉

〈2017 年 9 月 1 日〉
３

開会点鐘 12：30／唱歌：君が代・奉仕の理想
ビジター：8/25 清水則明（福井 RC） 9/1 井澤茂(福井北 RC)
会長の時間／幹事報告／委員会報告／栄誉行事／
ニコニコ箱報告
内容：松田由美子会員
卓話「私の自己紹介」
閉会点鐘 13：30
例会出席状況

出席者

会長の時間

福田信富 会長

４

23 名

朝夕涼しくなって来たようで、日中も大分楽になりました。
福井北ロータリークラブの井沢幹事さんがおいで下さりま
した。ようこそ。
後程、公式訪問時の打ち合わせをさせて頂く予定です。
去る 8 月 27 日、日曜日に親睦委員会の皆様で計画して頂い
た三国休暇村での納涼例会、会員家族の方々多くの参加を
して頂いて、久しく汗をかきながら、楽しく一日を過ごさ
せて頂きました。親睦委員会の皆様、大変お世話になりま
した。各グループに分かれ、清水、横山、福田と三人組が
高成績を頂き、良きロータリーの一面も見えて楽しい時間
を過ごさせて頂きました。
ちょっと痛い報告ですが、会員の文村 SAA さんが、脚立か
ら落ち、腰の骨が折れる事故にあいまして、約 1 ヶ月程休
む事になりました。簡単、気楽に使える脚立ですが、皆様
もよほど気を付けて使って下さい。
林幹事さんと二人でお見舞いに福井病院に行って来まし
た。
7 月より進めてきておりました、来期内田年度に向かえる
40 周年記念事業についてですが、8 月の中頃まで色々相談
してきまして、ようよう実行委員会を立ち上げまして、
まず実行委員長を、無理むり、林逸男様にお願いする事に
決定致しました。どうか宜しくお願いして行きましょう。
今日も例会を楽しんで下さい。

幹事報告
１
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翌週の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となります。支障の
ない限り、全員出席いただきますようによろしくお願
いします。
他クラブの例会の変更
福井あじさい RC、福井フェニックス RC、武生 RC、武
生府中 RC、敦賀西 RC から例会変更等のお知らせがあ
ります。
フォーラム開催のご案内
「国際ロータリー第２６５０地区学友会（通称；ロー
タリーフェローズ 2650）
」第１回フォーラムが１０月
２８日（土）に京都で開催されます。参加希望者は、
事務局までご連絡ください。
県下会長・幹事会の報告
８月１９日に、県下会長・幹事会がありました。各
クラブから、今年度の活動方針や状況が報告され、
福井北 RC から今年の IM 大会の機会に、ロータリーク
ラブの活動などを広く社会に知ってもらうための新
聞広告の掲載をしてはとの提案がありました。
今後、県内の各クラブの意見を取りまとめて、福井
北 RC で判断される予定です。

委員会報告
【40 周年実行委員会】

林

逸男

会員

40 周年実行委員長を拝命致しました。よろしくお願いします。
近いうちに組織作りに入りますので、お願いに行きましたら是
非「NO」はないと言うことでご協力の程、よろしくお願い致し
ます。
【親睦委員会】

岡崎

廉祐

会員

先週、三国休暇村で行いました納涼例会（グランドゴルフ大会）
に会員、ご家族多勢ご参加いただき親睦委員会として厚く御礼
申し上げます。
【ロータリー財団委員会】

久野

真

会員

地区ロータリー財団セミナーが 8/5(土)に立命館大学にて開催
され、内田エレクトと共に出席し、基調講演や補助金の説明を
受けました。
地区補助金について、昨年度は申請 62 件中 60 件が交付された
そうです。グローバル補助金については、テキサスメディカル
センターへの留学奨学金事業の事例を交えて説明を受けまし
た。海外のロータリークラブを探し連携することにかなりの労
力が伴うが、優れた研究者を支援し持続性の高い社会貢献につ
ながったとのことでした。
本セミナーは内容が非常に充実しており、平和フェローの発表
（ロータリー世界平和フェロー 金子由佳氏のパレスチナガザ
地区やエルサレムでの厳しい環境下での活動が紹介）やロータ

林雅則 幹事

３９周年例会とガバナー公式訪問について
来週８日の例会は、創立３９周年記念例会です。
今年は通常の例会の中で、福井西ロータリークラブの創
立３９周年を祝いたいと存じます。
合わせて、ガバナー公式訪問事前アッセンブリーを開催
し、クラブ運営や地区の方針などに関する意見交換等を
行います。

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.

9 月 15 日

国際ロータリー第 2650 地区

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

(2)平成 29 年 9 月 15 日
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福井西ロータリークラブ会報

リー財団 100 周年記念大会アトランタ国際大会の開催報
告など、ロータリー財団の熱い想いを感じることができ
たセミナーでありました。
準備に携われた矢田地区委員、大変お疲れ様でした。

第 1474 号

現在は、
「ロボットプログラミング教室」に力を入れています。
小学生の部は今年 1 月より始めていて、大人向けの「ロボッ
トプログラミング教室」11 月よりスタートしたいと考えてい
ます。皆様、よろしくお願い致します。

栄誉行事（結婚記念日・誕生日・勤続）
【結婚記念日】

松浦政文・屋敷大作・田村隆児

9 月理事会

2017.9.1 開催

1.福井西ロータリークラブ創立 39 周年記念例会の開催
およびガバナー公式訪問事前アッセンブリーの実施について
（9 月 8 日）
→39 周年記念例会は渡辺詔治会員の卓話をお願いする

【誕生日】 西畑二郎・岡崎廉祐・吉川忠博・中村淳・
松田由美子

【勤続】 渡辺詔治 38 年・高井良民雄 35 年・麻内敏雄 17 年・
山形悠 4 年・村中将一 4 年・中村淳 3 年

2.ガバナー公式訪問について（9 月 15 日）
→12 時集合、上着・ネクタイ着用 、出席者 100 名程
3.「例会出欠連絡表」
（案）について
→１ヶ月前に出欠を報告する
（その他）
ロータリークラブの新聞広告掲載について
→広告費用の負担は？ 各グラブ均等割？地区に負担をお願
いする？
「慶弔規定」見直しの検討経過について
→西ロータリークラブの金額が高い
→文村会員に骨折のお見舞金￥10,000 出す

9 月１日

ニコニコ委員会

井澤茂：（福井北 RC）IM 登録ありがとうございました。9/15 ガバナー

【卓話】

公式訪問宜しくお願い致します。
福田信富：秋の気配がしてきました。うれしい気（季）節です

「私の自己紹介」
担当：松田由美子会員

林雅則：納涼例会ありがとうございました
岡崎廉祐：納涼例会（グランドゴルフ会）参加ありがとうございました
横山國男：納涼例会のグランドゴルフ大会で福田会長、清水会員と

IT サポートのカテゴリーで入会させて頂きました松田由美子
です。今回初めての卓話ですので、自己紹介をさせて頂きま
す。

のチームで優勝させていただきました
高井良民雄：納涼例会楽しませていただきました。親睦委員会の皆
様、ご苦労様でした。念願のホールインワンも達成できました

【事業内容】
パソコン教室の運営
外部からの委託講習会（教室内で実施）
出張外部講師
ホームページの制作
オリジナルのシステム構築
パソコンセットアップ
パソコンメンテナンス保守
会報誌・チラシ等の作成
書類作成代行
デジタルカメラデータ編集（DVD に編集）
などです。
福井県内ロータリークラブ
例会日

月曜日
福井東 RC（AOSSA）

村上重治：グランドゴルフホールインワンしましたので一寸
藤野拓三：一寸
山形悠：先日の親睦ゴルフ、家族でとても楽しく参加させて頂き、本
当に有難うございました。親睦委員会の皆様、お疲れ様でした。
三國雅睦：先日のグランドゴルフに欠席してスミマセンでした
松田由美子：本日卓話をさせて頂きます。よろしくお願いします。

計 11 名 29,000 円／今期累計 145,000 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

(3)平成 29 年 9 月 15 日
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〈第 1817 回例会記録〉

〈2017 年 9 月 8 日〉

開会点鐘 12：30／唱歌：それでこそロータリー
ビジター：木村昌弘ガバナー補佐（三国 RC）
会長の時間／ニコニコ箱報告
内容：渡辺詔治会員（チャーターメンバー）
卓話「創立 39 周年記念卓話」
閉会点鐘 13：40

例会出席状況

出席者

20 名

メークアップ
●矢田義邦

2017.8.5 …

●矢田義邦

2017.9.2 …

●矢田義邦

2017.9.3 …

2017-18 年度 地区ロータリ
ー財団セミナー
2016-17 年度 財団補助金
年次財務調査
RLI パートⅡ（DDL）

会長の時間

福田信富 会長

去る 9 月 2 日の夜、福田が自損事故を起こしてしまい、醜
い顔が更に醜い顔で出席しました事、大変申し訳ございま
せん。
深くお詫び申し上げます。
今日は、ガバナー補佐の木村様をお迎え致しまして、
西ロータリークラブ創立 39 周年、サンキュー例会と
させて頂きます。
主な行事は考えておりませんが、39 年を共に心の中で祝い
ましょう。先人先輩方のお陰で現在も脈々と続き、活発に
活動出来る事に感謝し、伝統と誇りを大切に繋いでロータ
リーを実践して行きましょう。
後程、チャーターメンバーの渡辺さんに卓話をお願いして
おります。楽しい思い出を語って頂きます。
来週はガバナー公式訪問を北ロータリークラブさんと合
同で受けます。その前に、ガバナー補佐の木村さんによる
アッセンブリも計画しております。
心地良い緊張感をもってアッセンブリを受けましょう。
今日も愛着と誇りを持って例会を楽しんで下さい。
追
記念例会を祝い、紅白の饅頭を用意しましたので、
皆様お帰りの際に持ち帰って下さい。
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1979 年 7 月 30 日
第 7 回エクステンション打合会 開催（クラブ会員候
補者の最終選考と確認）
1979 年 8 月 26 日
エクステンション委員、拡大委員、新クラブ会員候補
者との合同打合会を開催
（新クラブ名称、区域限界、例会日、例会場、入会金、年
会費、創立記念日、会長、副会長、幹事を内定）
1979 年 9 月 8 日
第 8 回エクステンション打合会 開催
1978 年 9 月 15 日
創立総会を平安閣にて開催 創立会員 27 名
以上 何度も打合会を開催しながら、福井西ロータリーク
ラブは誕生しました。
ガバナー公式訪問アッセンブリー
ガバナー公式訪問が合同で開催される流れになってきて、
その中のクラブ協議会をガバナー補佐と公式訪問以前に行
うことになりました。ガバナー補佐には事前にお送りして
ありますクラブ概況報告書に目を通して頂いています。
今回福井西 RC からは以下の委員会が質問を行いました。
■プログラム委員会
■定款・細則委員会
■公共イメージ・広報委員会
■奉仕プロジェクト委員会
■RLI 委員会

9月8日

ニコニコ委員会

木村昌弘：（ガバナー補佐）本日は創立 39 周年記念例会、誠におめ
でとうございます。また、ガバナー公式訪問ジゼンアッセンブリーよろ
しくお願い致します
林逸男：福井西 RC40 周年記念実行委員長を拝命しました！！
会員の皆様の絶大なるご協力を！！木村ガバナー補佐福井西 RC

【卓話】
「創立 39 周年記念」
担当：渡辺詔治会員
（チャーターメンバー）
福井西ロータリークラブ設立経過について
1979 年 2 月 9 日
新クラブ設立を協議する
1979 年 3 月 9 日
福井市内 各 RC 会長、副会長、エクステンション委員の
合同打合会 開催
1979 年 4 月 27 日
第 3 回エクステンション打合会 開催
1979 年 5 月 22 日
第 4 回エクステンション打合会 開催
1979 年 7 月 7 日
拡大委員 7 人とキーメンバー4 人の合同エクステンショ
ン打合会 開催
1979 年 7 月 14 日
第 6 回エクステンション打合会 開催

をよろしく！！
福田信富：ガバナー補佐の木村様、今日はよろしくご指導お願いしま
す。39 周年おめでとう、福井西 RC！！
内田幸雄：木村ガバナー補佐、本日と来週宜しくお願いします。
渡辺詔治様、本日の卓話ありがとうございます。
三國雅睦：ガバナー補佐、木村昌弘様よろしくお願いします。
山形悠：食欲の秋、食べ物のおいしい季節となりました。

計 11 名 31,000 円／今期累計 176,000 円

次回例会の案内
第 1819 回例会 2017 年 9 月 22 日(金）
卓話
福井商業高等学校 女子ハンドボール部
監督
糸 尚代 様
「女子ハンドボールのお話」

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

