
　　10 月は「地域社会の経済発展月間」です。　　　         －  私たちの活動が、地域社会の発展に、そして世界平和に  －
 「米山月間」です。 －  若者の相互交流が未来を拓く－
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寄付金の状況

 10月  22日分 累　計 目   標 

ニコニコ箱 38,000円 868,000円 3,000,000円

米山奨学金 16,000円 1,204,000円 2,430,000円

ロータリー財団 18,000円 1,716,600円 3,177,000円

ありがとうございました。
森陰ガバナー補佐様、クラブ協議会よろしくお願いします。
 ( 清水則明 )
宮﨑パストガバナーの元気な顔を拝見して。 ( 油谷啓司 )
東京ロータリークラブ創立 100 周年を祝福します。 ( 片岡正明 )
10 月 24 日は世界ポリオデーです。私もカンボジア ラオスにて
投与参加致しました。 ( 北島　恬 )
財団も宜しくお願い致します。 ( 後藤正邦 )
先週はホテルリバージュアケボノのお弁当をご用命いただきあ
りがとうございました。本日、「お幸ざい」のポスターを持参して
いますので、会社やお店に貼っていただける方は清水まで。
 ( 清水嗣能 )

本日は米山ランチですが、通常の食事代との差額が米山奨学
会に寄付されます。 ( 清水則明 )
いつもご寄付ありがとうございます。 ( 油谷啓司 )
米山月間に寄せて。 ( 出雲路康照 )
日本ロータリー 100 周年。 ( 清水慶造 )
ちょっと良いことがありました。 ( 村井　勝 )
市橋信孝・小藤幸男・佐竹　新
 各　君

今日のクラブアッセンブリー よろしくお願いします。
 ( 森陰輝夫ガバナー補佐様 )
恐妻賢母と結婚して、本日で 42 年経ちました。 ( 清水則明 )
先週は急性腰痛で例会を欠席。挨拶を清水則明会長様に代読
していただき、誠にありがとうございました。 ( 宮﨑茂和 )
母校が箱根駅伝予選会突破し、正月が楽しみになりました。
 ( 角谷恒彦 )
森陰ガバナー補佐、ようこそ。宜しくお願い致します。(北島　恬)
伊井さん、「鬼滅の刀」見ました。超～満員で映画を見たのは
久しぶりで、いろんな意味で泣けました。 ( 清川卓二 )
清水会長、結婚記念日の紹介ありがとうございました。
 ( 村田良昭 )
荻原昭人
誕生日御祝 / 数え歳八十才。人生の最高なときです。
 ( 山内鴻之祐 )
【配偶者誕生日御祝】清水盛伸
配偶者誕生日御祝 / 妻が生きていることに感謝して。
 ( 山内鴻之祐 )
【結婚記念日御祝】清水盛伸
結婚記念日御祝 / 我妻と五十余 年 (ﾄｼ) を生きてきて今なお残
る恋の心根。 ( 山内鴻之祐 )
結婚記念日御祝 / 仕事が立て込み欠席が続きました。
 ( 吉田清二 )
 各　君

■11月 5日(木)  
  栄誉行事/
  会員卓話(西澤  雄三会員)
■11月12日(木)  
  ガバナー公式訪問/
   松原  六郎ガバナーアドレス
■11月19日(木)  
  クラブフォーラム
   (R財団委員会)

12 時 30 分　　開会点鐘　

  会長挨拶

  委員会報告・幹事報告・その他

  クラブフォーラム /  RLI 形式例会 

   ( ロータリー情報委員会 )  

13 時 30 分 閉会点鐘

今後の予定

■ 12 月 21 日 ( 月 ) 福井東 アオッサ 1F 入口付近
    12：00 ～ 12：30

※ビジター受付 ( サインメークアップ ) は、コロナ感染
状況によっては、無しとなる場合がございます。
サインメークアップ有無に関しましては、開催日時近
くになりましたら、事務局までお問い合わせください
ますようお願い申し上げます。

本日の例会 2020年 10月 29日　第3423回

会長挨拶

米山奨学特別寄付金

ビジター受付

ロータリー財団増進特別寄付金

後ほどのクラブ協議会にてロータリー財団委員会の本年度の計
画を発表させていただきます。 ( 野村直之 )
先週は比較的 堅い話を久しぶりに会長様に代読していただい
たので。 ( 宮﨑茂和 )
小藤幸男
 各　君

ニコニコ箱
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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 /
 会員卓話 ( 西澤雄三会員 )

2020年 11月 5日(木)

　本日は、例会後に森陰ガバナー補佐をお
迎えして、クラブ協議会を実施致します。
　本来この協議会は、年度初めの７月を行
うのが通例ですが、今年度は新型コロナの

影響でガバナー公式訪問が 11 月にずれ込みましたので今月
になりました。各委員会の事業計画を発表し、ガバナー補
佐からご助言をいただきます。
　また、ガバナー公式訪問は 11 月 12 日です。福井あじさ
い RCとの合同例会となりますが、年間の例会の中でも大事
な例会ですので万難を排してご出席をお願いします。
　先日の新聞に平野洋一パスト会長の記事が載っていまし
た。コロナウイルス検査キットを優先的に確保する協定を
県と結ばれました。検査キットが足らないと命に関わる問
題らしく、素晴らしい職業奉仕であり社会奉仕です。ロー
タリアンとして見習いたいと思います。
　先週の 10 月 15 日は福井 RCの 70 周年の創立記念日でし
たが、一昨日の 10 月 20 日は東京 RCの 100 周年の創立記
念日でした。1920 年に誕生して丁度 100 年目という記念す
べき日でした。日本のロータリーの歴史が始まって 100 周
年ということになります。
　東京 RCの初代会長は米山記念奨学会でおなじみの米山 梅
吉氏であります。今月は米山月間でありますが、実は米山
記念奨学会というのは米山 梅吉氏が作ったのではなく、彼

が亡くなったあとに設立されたものであります。梅吉氏は
生前多くのアジアの留学生や国内の苦学生に、無名で多額
の援助を惜しまなかったそうです。その遺徳を忍んで奨学
会に “米山 ” という名前が付けられました。　　　
　第1号の奨学生から60年余り、奨学生の累計は21,624人、
その出身国は129の国と地域に及びます。この奨学金はロー
タリアンの寄付だけで成り立っていますので、今後とも米
山奨学に対するご理解とご支援を宜しくお願いします。　
　また、明後日の 10 月 24 日は世界ポリオデーです。ポリ
オ根絶には世界中のロータリアンが長年深くかかわってお
り、根絶まであと少しの所まで来ています。先日ご案内あ
りました通り、福井フェニックス RCが今週の 24 日にハピ
テラスにおきまして「コロナとポリオ根絶」のイベントを
開きます。松原 六郎ガバナーのお話やヒナタカコさんのコ
ンサートなどがあります。13 時からと 15 時からの 2回開
催されますので、今週の土曜日　是非時間を作ってハピテ
ラスまで足を運んで頂ければと思います。
　今日、10 月 22 日は私事で恐縮ですが、私の結婚記念日
（1978年10月22日）です。実は村田 良昭会員も同じ日です。
（1989 年 10 月 22 日）　我が家の結婚記念日の恒例行事は、
結婚披露宴でもらったアニバーサリーキャンドル（1～ 25
までの数字が刻んである大きなロウソク）を一年づつ燃や
すことでした。25 年（銀婚式）で無くなりますので、もう
随分前にキャンドルは燃え尽きてしまいました。私達の愛
の火も風前の灯火でありますが、「愛は長く、挨拶は短く」
と言いますので、本日の挨拶はこのくらいで終わります。

2020-21 年度  会 長

清水  則明

会員トピックス

　令和 2年 9月 16 日に菅内閣が誕生し、当日の午後見積り依頼があり、10 月頭に加藤官房長官用と菅内閣総理大臣用の国産
本革製オリジナルクリップファイルを納品させていただきました。
　10 月 12 日午前の記者会見からメディアを通して使用を確認しました。実際に使われている事に感激し、当社の事業がすこ
しでも社会のお役に立てている事を幸せに感じ、すぐに喜びを製作スタッフと情報共有致しました。
　開いた内側に縦書き漢字金色刺繍を施して有り、役職に負けない特別感のあるファイルです。官房長官の定例
記者会見は午前と午後・1日 2回有り、何らかの形でクリップファイルの使用が確認できます。
　当社にて縫製から刺繍まで一貫して製造しています。「https://www.onfile.jp/」
世界に 1つだけのオリジナルファイルのご用命承ります。ありがとうございました。

内閣府定例記者会見用　クリップファイル納品しました 株式会社  角文　    角谷  恒彦



① 　例会終了後 13：15 ～ 14：45 まで森
陰ガバナー補佐ご出席の下、「クラブ協議会」
を開催致します。このクラブ協議会ご出席
はメークアップ対象となっておりますので、
是非ご出席の程よろしくお願いします。

②　もともと予定しておりました 11 月 26 日のインターア
クトとの合同例会は、コロナの影響でインターアクトの活
動ができていないことにより、辞退したいとのお申し出が
あり、中止とさせていただきます。例会は別のプログラム
で対応させていただきます。

③　本日は、クラブ協議会がありますので、米山ランチと
してカレーをご用意しております。コロナ感染対策として、
マスクをとっての会話が飛沫感染の危険があるため、本日
は、カレーに向き合っていただきたいと思います。そのた
めに、本日はカレーのうんちくの資料をご用意しました。
そちらを見ながら、カレーに向き合ってください。米山カ
レーのご紹介だけ私の方からさせていただ
きます。
米山ランチ ( カレー )　
　通常のお食事から少し代金を浮かせてそ
の分を米山奨学会へ寄付をしております。

幹事報告

幹  事　田畑  賢一

● 現在会員 136名
● 出席者 83名
● 欠席者 40名
● 出席免除者欠席 13名
● 今回例会出席率 67.5％

● メークアップ 23名
● 欠席者 21名
● 修正出席率 83.7％

  10 月 8 日 ●メークアップ　　　10/22 クラブ協議会  60名 各　君

 2020 年  10 月 22 日　　第 3422 回　

会報委員会　村田  長隆 委員長

この度、会報の中に会員ﾄｯﾋﾟｸｽｺｰﾅｰを来週
より新設致します。
　コロナ禍の厳しい環境下で、ご努力され

ている会員企業様の情報、新商品、サービス、取り組み等、

発信していけたらと考えております。
　ご利用に際しましては、お手数ですが、コメント写真な
どを私か事務局までメールでお送り下さい。
しっかりレイアウトさせて頂きます。たくさんのご利用お
待ちしております。

クラブ協議会

委員会報告

クラブ協議会

開会挨拶　清水  則明会長

　例会に引き続きクラブ協議会にご出席頂
きありがとうございます。
　今年度も 4カ月ほど経ちましたが、改め

まして、森陰ガバナー補佐から本年度の計画につきまして、
色々アドバイスを頂きたいと思います。

　発表時間は１分半と
短くなっております。
各委員会、要点をまと
めて頂き、手短に発表
頂きたいと思います。簡単ですが、開会の挨拶と致します。

ガバナー補佐挨拶　森陰  輝夫 ガバナー補佐

　本日は、クラブ協議会ということで宜し
くお願い致します。昨日、去年の日記を見
ておりましたら、7月 18 日がクラブ協議会

１週間後にガバナー公式訪問という予定で行われていまし
たが、今回は、コロナ禍の中、予定、計画もままならない
状況となっております。
　先程、例会に出席させて頂きましたが、コロナ禍において、
たくさんの会員の方々が出席されていること非常に痛み入
ります。
　今年度、RI 会長のホルガー・クナーク氏が「ロータリー
は機会の扉を開く」というスローガンを掲げています。また、
松原ガバナーは「ロータリーの原点に返る」をスローガン
としております。清水会長のスローガン「つなげよう　ひ
ろげよう　ロータリー 5つの輪」、これも 5大奉仕に基づい
ているということで、地区のスローガンと福井クラブの方
針が軌を一にしていると感じております。
　また、今回ロータリーの重点項目が追加されております。
ロータリー財団管理委員会と RI 理事会に承認を頂き、環境
の保全が加わり、重点目標が７つになり、グローバル補助
金より 1,800 万ドルが環境に関連したプロジェクトに使用
されました。

　クラブ協議会の前にお話しさせて頂きたいことがござい
ます。コロナ禍において例会やガバナー補佐会、地区委員
会にリモートでの出席が増えております。しかし、Face to 
Face がなく、会議前の世間話ができないのは、研修のよう
でつまらなく感じております。特に入会 間もない会員の方
に対して懇親会もままならなく、例会もリモートで行われ
る中、ロータリーの楽しみやダイナミックな活動を伝えき
れていないのが現状でございます。そんな中だからこそ、
先輩会員の方々が新入会員の方々に対して、オリエンテー
ションを開く、または、少人数での炉辺会談を開催して頂
けないかと思います。いまは、会員増強よりも退会防止が
大事だと感じております。同様のご意見を 7つのクラブを
巡回した中で多くお聞き致しました。
　これからもロータリー精神に基づき自覚と誇りを胸にコ
ロナ禍を乗り越えていこうではありませんか。
　ギリシャ神話にパンドラの箱というものがございます。
パンドラの箱に唯一残されているのは希望でございます。
希望を信じて、とにかく邁進していきたいと思います。皆
様のお話をお聞きし、しっかりと受けとめ、松原ガバナー
にお伝えするのが私の役目でございます。
今日は宜しくお願い致します。

講  評　森陰  輝夫 ガバナー補佐

◆会場監督  …  毎回、私達ビジターに対し
て素晴らしい応対をして頂いております。
計画方針に基づき事業を推進して頂きたい

と思います。
◆危機管理委員会  …  ロータリーでの危機の事例とは？と
いうご質問ですが、2650 地区では、各種のハラスメント的
な事がございました。特に、インターアクト、ローターア
クト、交換留学生の方々には、注意を払って頂きたいと思
います。あと、コロナ禍において、感染しない、感染させない、
というような事が危機管理の中に入ってくると考えており
ます。
◆クラブ奉仕常任  …  しっかりと活動方針がたてられてい
ると思います。コロナ禍の中、特に親睦活動においては、
ままならない状況ですが、なんとか少しずつでも事業計画
をすすめて頂きたいと思います。
◆出席奨励委員会  …  2019 年度、RI の規定改正がありまし
た。メークアップの周知、実行を計画として推進して頂き
たいと思います。
◆プログラム委員会  …  入会 1.2 年の会員の方々の退会を防
止する為にも会員卓話の回数を増やして頂き、新入会員の
方々に感動を与え、ロータリーの素晴らしさを伝えて頂き
たいと思います。
◆親睦活動委員会  …  コロナ禍での密回避の風潮の中、他
のクラブでも御苦労されておられます。少人数での昼食会
など工夫されているクラブもございますので、なんとか前
に進んでいって頂きたいと思います。
◆ニコニコ委員会  …  他のクラブの出席率が上がらない中、
福井クラブは出席率が高いと聞いております。目標に近づ
くと思いますので、頑張って頂きたいと思います。
◆雑誌・文献委員会  …  山内委員長より雑誌・文献委員会
の発言の機会がないとのことでしたが、例会でロータリー
の友の紹介コーナーを設けてみては如何でしょうか。
◆会報委員会  …  他のクラブではメールでの会報配信に移
行している動きもございますが、やはり、しっかりとペー
パーでの会報作成を推進して頂きたいと思います。 
◆広報委員会  …  福井県には、ロータリーを知らない方も
結構いらっしゃいますので、これからもマスコミを使った
形でロータリー活動を発信して頂きたいと思います。
加えて、マイロータリーの登録も宜しくお願い致します。
◆同好会活動推進委員会  …  コロナ禍で活動が制限される
と思いますが、なんとか進めていって頂きたいと思います。
◆ロータリー情報委員会  …  RLI 方式の例会の実施に関して
は素晴らしい取組だと思います。RLI の研修の方も進めて
いって頂きたいと思います。
◆職業分類委員会  …  事業計画に沿って進めていっていた
だきたいと思います。

◆会員選考委員会  …  福井クラブの会員選考基準は素晴ら
しいと思います。参考にさせて頂きたいと思います。
◆会員増強委員会  …  コロナ禍であっても 2650 地区は今年
度、会員増で進んでおります。特に福井クラブの増加率は
素晴らしいと思います。
◆規定・管理委員会  …   福井クラブの定款、細則を読ませ
て頂きました。皆さんの御意見も取り入れながら 2019 年の
改正に沿った形で進めていって頂きたいと思います。
◆70 周年実行委員会  …  来年、70 周年記念事業を実行する
という希望を持って、計画を進めていって頂きたいと思い
ます。
◆職業奉仕常任、職業奉仕委員会  …  職業奉仕の勉強会を
うけて事業計画を立てられているので、ぜひとも推進して
頂きたいと思います。
◆キャリア教育推進委員会  …  ロータリーの目的が人の為、
学生の為ということで、自己研鑚しながら計画実行して頂
いていることは素晴らしいことだと思います。
◆社会奉仕常任、社会奉仕委員会、環境保全委員会  …  
　コロナ禍においても持続可能な限り、ドラゴンリバー清
掃活動を実行されるとのことなので、松原ガバナーにもしっ
かり報告したいと思います。
◆国際奉仕常任、国際奉仕委員会、友好双子クラブ委員会  
　計画をたてても実行できない状況で、非常に残念でなり
ません。計画にアプローチしながらできることはできる、
できないことはできないということで、進めていっていた
だきたいと思います。
◆米山奨学委員会  …   全国 34 地区の中で 2650 地区の米山
奨学金の額がトップでした。非常に感銘をうけております。
◆青少年奉仕常任、青少年奉仕委員会  …  
　2 つの委員会がしっかりリンクした形で事業計画を進め
ていっていただきたいと思います。
◆ローターアクト委員会、インターアクト委員会、青少年 
 交換学生委員会  …
　年齢的なこともあるので、危機管理に傾注しながら、イ
ンターアクト、ローターアクト活動の支援を行って頂きた
いと思います。
◆ロータリー財団担当、ロータリー財団委員会  …
　しっかりと事業計画を立てられています。臨機応変に事
業を進めていっていただきたいと思います。

例会終了後、13 時 15 分より森陰  輝夫ガバナー補佐ご参加のもと、クラブ協議会が開催されました。

各委員会より年間活動計画を発表していただき、
森陰輝夫ガバナー補佐より　講評をいただきました。

～　各委員会　年間活動計画　発表　～
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