
８月は「会員増強・新クラブ結成推進月間」です。　　　－新会員を迎え入れ、地域社会の扉を開き、みんなと共に奉仕の絆を深めよう－
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寄付金の状況

 8月  6日分 累　計 目   標 

ニコニコ箱 73,000円 406,000円 3,000,000円

米山奨学金 10,000円 443,000円 2,430,000円

ロータリー財団 20,000円 598,200円 3,177,000円

ありがとうございました。

清水則明、伊藤仁一郎、小藤幸男
新型コロナウイルスの一日も早い終息を願います。 ( 油谷啓司 )
娘が2才の孫といっしょに帰省していて、とても癒されています。
 ( 清水嗣能 )
暑いですね。熱中症注意！です。福井市より三国の方が 3～ 5℃
気温が低い。 ( 宮﨑茂和 )
 各　君

加藤幹夫、小藤幸男
カン君、暑さにもコロナウイルスにも負けるな 。( 清水則明 )
これから暑い日が続きますが元気で頑張って下さい。
 ( 油谷啓司 )
先日のゴルフ同好会「友の輪会」31 名と大変多くのご参加あ
りがとうございました。 ( 石丸敦士 )
 各　君

【委員長就任】細江　究
委員長就任 /みなさん、ご協力よろしくお願いします。
 ( 荻原昭人 )
高木義秀
角谷委員長、今年度　一年よろしくお願いします。(伊藤仁一郎)
コロナが早く収まりますように！ ( 角谷恒彦 )
【皆出席御祝】伊藤　彰
皆出席御祝 /コロナ状況下でも福井のみならず、日本全国に
名を馳せる活躍をされる方が福井 RCから再び登場 !「福井」
を全国、世界へ。はばたこう！ ( 城戸利枝 )
皆出席御祝 /10 年ぶりにソングリーダーとしてタクトを振らせて
いただきました。 ( 木村憲一 )
皆出席御祝 /お陰様で一年出席できました。皆様に感謝 !
 ( 竹生知子 )
【在籍御祝】清水則明
【誕生日御祝】市橋信孝、白江文夫、平野洋一
誕生日御祝 /皆さん、コロナ接触確認アプリを普及させましょ
う。たまには福井県外の空気も吸いたいですね。 ( 後藤正邦 )
誕生日御祝 /72 歳の誕生日御祝ありがとうございます。
 ( 齊藤英夫 )
誕生日御祝 /お陰様で /今年 1番の暑い日でしょうか。
 ( 清水慶造 )
誕生日御祝 /またひとつ歳を重ねてしまいました。 ( 竹生知子 )
【配偶者誕生日御祝】加藤幹夫、登谷大修
配偶者誕生日御祝 /年を重ねるほど感謝が増すことがありがた
いです。 ( 伊井彌州雄 )
配偶者誕生日御祝/今後とも宜しくお願い致します。(嶋田浩幸)
配偶者誕生日御祝 /少しでも早いコロナ感染の収束を祈ってお
ります。 ( 橋本典明 )
配偶者誕生日御祝 /これからもよろしくお願いします。
 ( 山岸恒一 )
【結婚記念日御祝】藤井健夫
 各　君

　日本には春夏秋冬のほかに梅雨という季
節があると言いますが、今年はようやく8
月2日に梅雨が明け、本格的な暑さが続い
ております。ここしばらくコロナウイルス
と熱中症との戦いが続きそうです。どうぞ、

どちらにも負けないようご自愛頂きたいと思います。
　先日、友好クラブである大分RCの会長　中野  通孝様から
電話を頂きました。
　この度の豪雨による被害の様子を聞いたところ、一部の
会員に浸水被害があったようですが、今は復旧しており、
そんなに大きな被害はないとの事でした。ひとまず、良かっ
たと思っています
　もう一点、大分RCも福井RC同様　今年度は創立70周年
の節目の年を迎えます。記念例会を計画しており、お互い
の記念例会を行き来することで、友好交流をしましょうと
いうことになりました。ちなみに 福井RCの70周年記念例
会は2021年4月17日(土)、大分RCの70周年記念例会は、
福井の1週間後の4月24日(土)を予定しています。大分行
きを希望される方は、今からスケジュールを入れておいて
もらいたいと思います。
　ロータリーには毎月○○月間というのがあるのですが、
今月8月は「会員増強・新クラブ結成推進月間」です。本日
の会報の1ページに“新会員を迎え入れ、地域社会の扉を開き、
みんなと共に奉仕の絆を深めよう”という言葉が印刷されて
いますが、これは清水  慶造パスト会長に考えてもらったフ
レーズで、その月の〇〇月間に合わせ言葉を会報に載せて
もらっています。毎月言葉が変わりますので、ご覧頂きた
いと思います。　
　本日のクラブフォーラムは、渡邉  義信パスト会長による
お話を頂きます。

　渡邉パスト会長は、地区の会員増強・拡大委員会の副委
員長をされていますので、地区の「会員増強に対する考え方」
をお話頂けるものと思います。
　久し振りにピアノの先生にお越しいただきましたので、
先生の話をします。
　名前をご存じない方も多いと思いますが、向坂  香代美(ﾑｺ
ｳｻｶ  ｶﾖﾐ)さんと言います。向坂さんのお父様は木内　傳さん
とおっしゃいまして福井RCの会員さんでした。調べました
ら入会が1971年、退会が2005年で34年間在籍されていま
した。株式会社八百長（やおちょう）商店という日用品販
売の会社を経営されていました。20年前に私が入会した時
はまだ在籍されており、社名にどうして“八百長”と付けら
れているのか不思議に思っていました。今回、先生から話
を聞いて、その訳が分かりました。
　木内さんが経営されていた八百長商店の歴史は古く、福
井城に出入りしていたそうですから、江戸時代からの商家
です。ところが、我々が通常使っている“八百長＝イカサマ”
という言葉は、明治時代になってできた言葉だそうで、八
百長商店より歴史が浅いのです。八百長商店にとっては、
屋号がイメージの良くない言葉で使われだして、さぞかし
迷惑なことだったでしょう。
　先生の小さい頃は裕福で、物心ついたころにはすでに家
にはオルガンやピアノがあり、カラーテレビも近所で一番
早かったそうです。幼稚園の頃からピアノを習って、現在
も現役のピアノの先生をされています。ピアノのほかに硬
式テニスも得意で、昨年は中部大会で準優勝するほどの実
力であります。当クラブにテニス同好会ありますので、是
非一緒に楽しまれてはどうでしょう。
　ロータリーでのピアノ演奏歴は、大学卒業と同時に始め
られました。年齢がバレますのではっきりとは言えませんが、
当クラブに在籍しているほとんどの会員が、先生の伴奏に
よる「手に手つないで」を歌って、入会しています。入会
歴で言うと当クラブでも片手に入る年数で、大先輩になり
ます。今後ともそのつもりでお付き合いください。

■ 8月27日(木) 休　会
■ 9月  3日(木)  
 栄誉行事/
 会員卓話(桑原  慎治 会員) 
■ 9月10日(木)  
 会員卓話(山岸  靖夫 会員)
■ 9月17日(木)  
 クラブフォーラム
 講話(キャリア教育推進委員会
   荻原  昭人 委員長)

12 時 30 分 開会点鐘　
 会長挨拶
 新会員紹介 / 加藤  有司 氏、佐竹　新 氏、田中  成治 氏、
  長谷川  英一氏 、村田  良昭 氏、山本  晃司 氏
 委員会報告・幹事報告・その他
 2019-20 年度　収支決算報告 ( 清水  正一 会計 )
13 時 25 分 閉会点鐘

今後の予定

2020-21 年度  会 長

清水  則明

本日の例会 2020年 8月 20日　第3414回

会長挨拶

米山奨学特別寄付金

　7月 22 日 ( 水 ) 今年初の映画同好会をテアトルサンクさんにて鑑賞し
ました。
　久しぶりの映画鑑賞「WAVES」一生に一度の傑作 ! はじめは意図が良
く分からない感じのストーリー展開でしたが、制作の意図が伝わってき
ました。映画や音楽も素晴らしく久々に映画鑑賞を楽しませていただき
ました。映画のあとは美味しい料理を食べながら盛り上がりました。

ロータリー財団増進特別寄付金

ニコニコ箱

事務所　〒910-0006 福井県福井市中央1丁目３番１号加藤ビル５階  TEL：0776-25-0633　FAX：0776-24-8622
例会場　ザ・グランユアーズフクイ３Ｆ　TEL：0776-24-3200                       例会  毎週木曜日12：30 ～ 13：30
クラブ会報委員会　委員長：村田  長隆　副委員長：谷﨑  由美子　委員：西澤  雄二・椿原  徹也・橋本  一也・竹内  宏司
ソングリーダー♪   ： 野尻  章博 　　　サブリーダー♪ ： 木村  憲一・木瀬  雅博・杉本  裕之・長谷  美左子・白江  文夫・松田  将裕
ホームページ    http://www.fukui-rotary.com/    E-mail info@fukui-rotary.com
創立　1950年（昭和25年）10月15日　RI承認　1950年（昭和25年）12月4日（承認   № 7647）             

同　好　会

次回の例会
■ 開会点鐘 ： 12時30分
■ 閉会点鐘 ： 13時30分

■ 会場：ザ・グランユアーズフクイ
■ 栄誉行事 /米山奨学金授与 /
 会員卓話 ( 桑原  慎治 会員 )

2020年  9月  3日(木)

※上記　米山奨学金、ロータリー財団　累計は 7/31 現在　
    上期会費でご入金いただきました寄付金が含まれております。
　　米山奨学金   385,000 円　  ロータリー財団   508,200 円

【映画同好会】

　8月 2日（日）、記念すべき第 120 回目を迎え、31 名という多くの参加者の下、前期優勝者で争そう “（林・前会長ご購入）
優勝カップ争奪戦 ”も兼ねて大いに盛り上がりました。
　今回の優勝者は、浅井  正勝さん！清水会長にご購入いただいた今期優勝カップを見事最初に手
にされました。しかも何と！前期の “カップ争奪戦 ”もＷ制覇し、ステーキ肉をはじめ大量の豪華
賞品を独占されました。会員の皆さん、次回（10 月 4日）も奮ってご参加ください！
【第 120 回友の輪会結果】
優　勝　浅井 正勝 さん（Gloss: 76 ／ Net:70.0）
準優勝　平野 洋一 さん（Gloss: 96 ／ Net:70.8）
第 3位　髙木 義秀 さん（Gloss:105 ／ Net:71.4）
第 4位　藤本 潤一 さん（Gloss: 79 ／ Net:71.8）
第 5位　竹原 和行 さん（Gloss: 90 ／ Net:73.2）

【友の輪会】



①　前回の例会における収支予算書に対
し、質問をいただきました。回答を会報に
記載しております。ご確認いただければと
思います。

②　新型コロナウイルス接触アプリ COCOA導入推進につ
いて。前回の例会でもお願いしましたが、最近、また感染
が増えております。まだの方は、積
極的にアプリの導入をお願いいたし
ます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakun
itsuite/bunya/cocoa_00138.html
検索ワード：
　　　　　接触確認アプリ /COCOA

③　地区より 2022 年規定審議会提出立法案のご提出の案
内がきています。RI にクラブから何か上程する案はないか
というものです。制定案のある方がございましたら、締め
切りもありますので 17 日までに幹事までご連絡ください。
④　本日、13：45 より、理事会を行います。この会場後方
で開催します。昼食はこの会場でお召し上がりください。
⑤ 　次週 13 日はお盆休みで休会、次回は 8月 20 日となり
ます。お間違えのないようにお願いします。
⑥ 　今年度の会員手帳に誤記載がありましたので　本日　
配布致しました会員シール　2名 (竹生会員　手帳　P31　、
渡辺崇嗣会員　P51) に上から貼っていただきますようお願
いいたします。　
⑦ 　事務局の夏季休暇のお知らせです。
8月 11 日（火）～ 14 日（金）まで事務局がお休みになり
ますので、  緊急の際は、幹事　田畑までご連絡下さい。

幹事報告

幹  事　田畑  賢一

● 現在会員 130名
● 出席者 78名
● 欠席者 40名
● 出席免除者欠席 12名
● 今回例会出席率 66.1％

● メークアップ 2名
● 欠席者 27名
● 修正出席率 77.3％

  7 月  2 日 ●メークアップ　　　上田祐広(8/4 福井南)、(8/6 理事会 16
名)、 清水盛伸、村中洋祐、藤本潤一、森川圭造、田畑賢一、
前川小百合、清川卓二、初瀬川達郎、寺本光宏(8/6 青少年奉
仕委員会) 各　君

 2020 年  8 月  6 日　　第 3413 回　
地区会員増減・拡大委員会　　渡邉  義信 副委員長

柔軟性に潜む罠とビジョン策定による会員増強　　「ロータリーの原点に返る」

皆出席御祝

米山奨学金　授与

2020 年度　米山奨学生
グエン ホアン カン君に
清水  則明会長より　奨学金が渡さ
れました。

■水口ロータリークラブ
2020 年 9月 8日（火）より新例会場で下記の通り例会
を開催致します
新例会場　　甲賀市商工会館 2階　　
　　　　　　〒528－0005
　　　　　　　滋賀県甲賀市水口町水口 5577－2
　　　　　　　　　　　　　電話　0748－62－1676
例会時間　　16：00 ～ 17：00（食事の提供はございません）

配偶者誕生日御祝
在籍御祝

木村  憲一 会員 (25 年 )・伊藤　彰 会員 (11 年 )
城戸  利枝 会員 (5 年 )・田畑  賢一 会員 (1 年 )
竹生  知子 会員 (1 年 )

清水  慶造 会員・齊藤  英夫 会員・岡田　章 会員・竹村  浩和 会員
渡辺  崇嗣 会員・白江  文夫 会員・堀内  康代 会員・平野  洋一 会員
畑下  徳洋 会員・後藤  正邦 会員・竹生  知子 会員・市橋  信孝 会員

鍋屋  昌明 会員・嶋田  浩幸 会員・稲田  朋美 会員・小谷  哲治 会員
酒井  哲夫 会員・畑下  徳洋 会員・中山  浩行 会員・伊井  彌州雄 会員
竹生  知子 会員・須賀原  和広 会員・山岸  恒一 会員・上田  祐広 会員
村田  長隆 会員・加藤  幹夫 会員・登谷  大修 会員・橋本  典明 会員

清水  則明 会員 (20 年 )
英　貴子 会員 (5 年 )

藤井  健夫 会員

誕生日御祝

結婚記念日御祝

栄誉行事

例会報告

クラブフォーラム【会員増減・維持に向けて】

【お知らせ】

■主な柔軟性の導入事例としては、
 ◇例会回数を減らす  ◇入会金に類する特別会費を減額する  ◇会費を減額する  ◇例会時の服装規定の撤廃  ◇準会員、法人会員な
 どの新会員資格の導入を行う。
■柔軟性に潜む罠
 事例：2019 年規定審議会、立法番号 19-35　「欠席のメークアップに関する規定を改正する件」には「例会の前後 14 日間」を抹消し
 「同年度内」とし、同年度内のメークアップが有効となる。「標準ロータリークラブ定款の変更」
■クラブ会員構成の変遷
 2016 年より「職業上及び又は地域社会でよい評判を受けており、地域社会及び又は世界において奉仕する意欲のある人」 となって
 います。
■基本理念
 奉仕（Service）、親睦（Fellowship）、多様性（Diversity）、高潔性（Integrity）、リーダーシップ（Leadership）といった中核的価値
 観を持つこと   ◇クラブの人員構成・運営・活動は多種多様であることを認め合う　◇ロータリアンは「誠実さ、真摯さ、高潔性」
 を身に着けた人であり、　それらの人達の集まりがクラブである事をご確認ください。
■ビジョン・戦略計画・年度目標
 1. ビジョンは、クラブの将来像、理想像。　ビジョンは 20~30 年先の時代を見据えた、会員と組織のありたい姿（理想像）を描く
 2. 戦略計画は、3～ 5年の、目標と行動計画を含む計画。　戦略計画（中長期計画）は、毎年進捗状況を確認しながら見直す。
  策定にあたっては次年度・次々年度のリーダーも参画する。（年度を超えた継続的改革）
 3. 年度目標は、戦略計画を単年度で捉え、到達すべき目標　　ビジョン・戦略計画の策定のプロセスで、自クラブ内、地区 (または地域 )
  内クラブの合意を形成してゆく。
　居心地のよいクラブであることと、会員満足が高いこととは違います。
居心地がいいとは、《安住・妥協・社会や奉仕に対する無関心・閉鎖的な仲間意識・馴れ合い・惰性・自己満足…》
　満足度が高いとは《充実・成長・向上・自己研鑽・楽しさ・面白さ・善意・友情・感動・参加意欲・奉仕の心…》
 ご清聴ありがとうございました。

一昨年の 2017 年、検討中であった 40 クラブ様の内、25％
が導入され、ほぼ同数が今後の検討とお答えいただきました。

具体的内容として、29 クラブ様が例会数の変更を実施され
半数以上のクラブ様が「成果あり」と答えられました。

・京都西南 ホテル改装中、月 2回の夜間例会とした。
・湖　　南 2017－18 年度は 3回 / 月実施、そのうち 1回は
 夜間。今年度は前半 4回、後半に月 3回
・水　　口 ●祝日週は休会●例会時の服装は節度のある服装 
 であれば良い。
・大　　野 ●祝日週は休会●例会時での服装は職場で着用し
 ている服装で良いと変更。
・大  津  東 オンライン例会。
・亀岡中央 月 2回の例会回数に変更。
・京  丹  後 毎週から月 2回以上に変更。
・Ｅクラブ 月 2回以上の例会とする。
・京都山城 月４回例会を 2回以上とし、現在は月 3回。
・園　　部 例会回数を月 4回から 3回に変更。
・平  城  京 例会回数を月 3回を可能とした。
・敦  賀  西 例会回数を月 3回。
・綾　　部 ●通常例会を月 1回休会した。●出席回数の制限
 撤廃。●準会員制度導入（会費半額）
・京都洛南 例会数を 48 回から 38 回に変更。
・福井ﾌｪﾆｯｸｽ 例会回数削減（第 3火曜日を休会）
・生駒・武生・草津・長浜北
 祝日週は休会。
・京都西北 祝日週は休会により年 48 回から 40 回に減らし
 た。
・長  浜  東 例会回数を 46 回から 42 回に削減。
 （近隣クラブと差がないようにするため）
・京都朱雀 例会回数を減らし、食事も軽めのランチに変更。
 年会費の上昇を抑えている。
・福  井  南 例会回数の変更。
・福井水仙 例会回数の変更。
・舞　　鶴 ●例会場の変更●食事の変更●例会回数の変更。
・守　　山 例会回数。
・まほろば 例会回数の削減変更、夜間例会の増加等。
・近江八幡 例会回数を削減、夜間例会は家族も楽しめるプロ
 グラムを取り込んだ。
・八日市南 例会回数の削減（第 3週を休会にして同好会など
 で楽しむ機会とした。

下記は、具体的な変更内容の回答です。

◎楽しんで頂けてます。
◎夜間例会で名刺交換会をして RCの存在をアピールできた。
◎市外で仕事している会員にとっては好評。
◎概ね好評。
◎若手には大好評で新鮮味も出て例会雰囲気が盛り上がった。
 日々 SNS をしている会員については例会がなくても毎日
 会員同士の情報コミュニケーションができているので例会がな
 くてもロータリーの目的とするものは充実している。
◎若い会員出席率アップ好評で新会員からの意見を取り入れてい
 る。
◎例会の休みの日を同好会の活動に使っています。
◎コスト削減の効果あり。
◎より効果的な運営が行われている。
◎好評である。
◎若手会員からは受け入れられた。
◎出席率が良くなった。各基金も目標通り進むようになった。
◎当初は混乱があったが、定着後は有効に使われている感じです。
◎出席率が上がった。
◎今のところあまり変わらない今後は増強のために例会曜日変
 更？寄付金を会費に算入？（目標達成のために）
◎退会防止に繋がっています。
◎出席しやすくなった。
◎非常に良かった。今後として『ランチに来ませんか』を声けし
 て例会に来てもらう！
〇特に著しい効果は出ていない。
〇良きも悪きもなし今後検討しているのは例会曜日に時間帯等
〇未だわからない。
〇目に見えるほどの効果は出ていない。
〇賛否両論、2～ 3年後に再検討予定。在籍年数多い会員は例会 
 回数増の希望
〇まだはっきり効。果は出ていない。
〇良い面、悪い面の両方ありでバランスが難しい。
〇まだ出ていません。
〇大きな成果はない。・例会数が減った分、寂しく感じている会
 員が多い。

下記は、変更後の成果です。◎が好意的なお答え、〇は効果は
まだわからないといったご回答です。
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