
次回の例会

シェカール・メータ 馬場 益弘

《 2021-2022年度   R.I. テーマ 》 クラブテーマ：ロータリーの原点を思い出そう。
 そして人生を語り合い、愛を語り合い、経済を語り合おう。

地区スローガン：活力と輝き

2022 年 6 月 2日　第 2541 号（創刊 2697 号）R.I. District 2650  2021-2022  Weekly Bulletin

寄付金の状況
 5月26日現在 累　計 目   標 

ニコニコ箱 58,000円 2,162,000円 3,000,000円
米山奨学金 20,000円 2,134,000円 2,492,000円
ロータリー財団 12,000円 3,080,960円 3,233,600円

ありがとうございました。

■ 開会点鐘 ： 12時30分
■ 閉会点鐘 ： 13時20分

■ 会場：ザ・グランユアーズフクイ
■  ゲスト卓話
 ( 公益社団法人福井県観光連盟観光地域づくりマネージャー　佐竹 正範氏 )   

■  6月   9日(木)  
   ゲスト卓話
   (公益社団法人福井県観光連盟 
     観光地域づくり
     マネージャー　佐竹  正範氏)
■  6月 16日(木)  
    山内 鴻之祐会長  講話
■  6月 23日(木)  
    クラブ協議会
    (今年度年間活動実績報告)
■  6月 30日(木)  
    最終例会(夜間) 

12 時 30 分 開会点鐘　
 会長挨拶
 栄誉行事
  皆出席御祝 /  藤井  健夫 (24 年 )、渡辺  一史 (3 年 )
  在籍御祝/  宮﨑  茂和 (50年 )、村井  勝 (30年 )、萬谷  光司 (5年 )
  誕生日御祝 /  城戸  利枝、岩﨑  新、宮﨑  茂和、村上  与司和、
   長谷  美左子、桑原  慎治、清川  卓二、佐竹  新、
   酒井  孝、林  洋三、上田  祐広
  配偶者誕生日御祝 /  岡田  章、清川  卓二、佐竹  新、木瀬  雅博、
   辻橋  清和、笹木  竜三
  結婚記念日御祝 /  三浦  博樹、荒本  秀一、橋本  一也、竹原  和行、
   村中  洋祐、清川  卓二、横山  強志、尾崎  隆伸、
   浮田  愼太郎、村上  与司和
 委員会報告・幹事報告・その他
 米山奨学生卓話 (2022 学年度　謝  燕琴さん )
13 時 20 分 閉会点鐘

今後の予定

2022年  6月 9日(木)

奉仕しよう  みんなの人生を豊かにするために
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会長挨拶

　　皆様こんにちは。先日の日曜日、県下のロータリークラブ現・新会長幹事会がありました。会長の私と
浅井幹事、中広副幹事が出席して参りました。県下の皆様が、今年の実績、次年度計画を発表したのですが、
ロータリークラブの社会的な存在意義、各クラブの真摯な姿を目にして嬉しくなりました。自分のために、
社会のために頑張っておられるのです。福井県最大のクラブとして、福井クラブの責務は大きいものです。

会員おひとりおひとりが生き生きと生きなければ恥ずかしくなります。格式と伝統を有する我が福井クラブは、本例会を何時
も人生の道場として自分を見詰め、良き友を得て行かねばなりません。多くの奉仕活動を通じて福井県が、光り輝くことに少
しでも貢献して参りましょう。

　さて今日は、名言集の５を学びましょう。
　
　思考に気をつけなさい。それはいつか言葉になるから。
　言葉に気を付けなさい。それはいつか行動になるから。
　行動に気を付けなさい。それはいつか習慣になるから。
　習慣に気を付けなさい。それはいつか性格になるから。

　マザー・テレサの言葉です。私もこの言葉で今の幸せを手に入れることが出来ました。仕事を終えて妻と二人の生活が始まっ
た 65 歳の頃、どうしても上から目線の言葉しか発せられなかったのです。その時この言葉が私を救ってくれました。今は、部
下として何十年も付き合ってきた妻を上司、同志として見ることによって今の幸せを手に入れました。

　逆転の発想が不可思議功徳を起こしてくれるのです。社員の面接も同じです。お互いに自分を中心でなく相手を中心の発想
が解決してくれることもあるのです。皆様のご健闘をお祈りして会長挨拶と致します。

2021-22 年度  会 長
山内  鴻之祐
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いよいよ暑い夏ですね。暑さに負けずに頑張りましょう。
 ( 山内鴻之祐 )
米山功労者の表彰をいただいたので。 ( 上田祐広 )
しばらく献金していなかったので。 ( 玉木　洋 )
14 頭目の盲導犬を貸与することが出来ました。( 村井　勝 )
加藤幹夫・木瀬雅博・辻恵利子・増田喜一郎・村中洋祐・
渡邉義信
 各　君

無事、クラブ協議会を終えて。 ( 山内鴻之祐 )
世界のためにわずかでもいいことをしよう。 ( 出雲路康照 )
理事メンバーもずいぶん若くなりました。皆さん、頑張ってく
ださい。 ( 平野洋一 )
先週木曜日は三国祭(3年振り)で例会を休みました。メークアッ
プはしてあります。 ( 宮﨑茂和 )
本日も財団寄付ありがとうございました。 ( 山野井秀一 )
油谷啓司
 各　君

久しぶりの東レ同期会が滋賀で行われ、出席できたので。
 ( 山内鴻之祐 )
いよいよ次年度。頑張ってください。あと1か月、今年度頑張
ります。 ( 浅井正勝 )
新田塚アーク1階に日本初の総合型ボディメンテナンス＆エス
テ施設 Yururie(ﾕﾙﾘｴ) が誕生しました。ぜひご体験下さい。
 ( 小森富夫 )
肩の筋肉を損傷し、手術しました。3週間弱の入院ですが、
無事退院しました。林先生、皆様のおかげです。ありがとうご
ざいます。 ( 菅原将高 )
先週の会報には、福井県経営品質協議会の講演会案内を載せ
ていただきました。ありがとうございました。職業奉仕委員会
と事務局へ感謝。 ( 玉木　洋 )
久しぶりに定刻通りに参加できました。 ( 渡辺和男 )
次年度も青少年奉仕活動に対しましてご理解ご協力のほど宜し
くお願いいたします。 ( 渡辺崇嗣 )
【誕生日御祝】櫻田貴美子・椿原徹也
【配偶者誕生日御祝】金井伸一郎・椿原徹也・中広　久
【結婚記念日御祝】伊藤仁一郎・金井伸一郎・椿原徹也
 各　君

ロータリー財団増進特別寄付金

米山奨学特別寄付金

ニコニコ箱

6 月は「ロータリー親睦活動月間」です。 － 世界中に会員がいるロータリーならではの国際交流のチャンスです 。  －

2022年 6月 2日　第3492回本日の例会

報　　告

幹事報告

①　次週例会のご案内です。次週から 6月
となり本年度も最後の 1か月となりまし
た。6月は 5回の例会を予定しています。
次週は、新しい米山奨学生の「謝 燕琴」

さんの卓話です。従来は 10 月の米山月間に合わせて米山奨
学生の卓話を企画していましたが、新しい奨学生を早く知っ
ていただこうという趣旨で来月の卓話を企画しました。
お楽しみにして例会にご出席下さい。

　5月 27 日 ( 金 )　開花亭にて 18 時より歴代会長会議が行われました。
　会議にて次年度の運営その他について、歴代会長の方々より、忌憚なきご意見とご指導を賜わり、その後、コロナ感染予防
対策を講じながら懇親会を行いました。
　ご参加いただきました、歴代会長の皆様ありがとうございました。

幹  事　浅井　正勝



● 現在会員 138名
● 出席者 80名
● 欠席者 50名
● 出席免除者欠席 8名
● 今回例会出席率 61.5％

● メークアップ 35名
● 欠席者 24名
● 修正出席率 81.3％

  4 月 28 日 ●メークアップ    村井  勝(5/18 東京)、伊藤仁一郎(5/21 2022
年規定審議会地区報告会)、藤本潤一(5/21 地区 2021-22年度 
公共イメージ担当者会議 直前打合せ・5/28 地区 2021-22年度 
公共イメージ担当者会議)、村中洋祐(5/29 地区 職業奉仕委員
会) 各　君

 2022 年  5 月 26 日　　第 3491 回 

米山功労者  表彰

米山功労クラブ ( 第 62 回 )

例会報告 

クラブ協議会 ( 次年度活動計画発表 ) 

「米山功労クラブ」は個人・法人・クラブ扱い全ての
特別寄付が対象となり、特別寄付累計額が 100 万円を
超える毎に表彰されます。

平野  洋一 会員 ( 第 3 回 )
上田  祐広 会員 ( 第 2 回 )
坂本  安夫 会員 ( 第 2 回 )
浮田  愼太郎 会員 ( 第 1 回 )

青少年奉仕担当
渡辺  崇嗣 次年度理事

【活動方針】
・次代を担う青少年を育成する青少年奉仕

事業の企画・運営を行う。
・ロータリー活動に参加する青少年に安全な環境を作る。
・青少年奉仕委員会、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の各委員会内や委員会
間で情報共有を行い、支援、協働していく。
【事業計画】
・〈青少年奉仕事業〉
　社会的養護を受ける子供達を支援するプロジェクト・カ
イロスリーグのインターンシッププログラムは改善と実施、
ガウディプロジェクト（就業支援事業）は取り組みの総仕
上げ、ガイアプロジェクト（進学支援事業）はニーズの調
査と支援方法の検討を行う。特に昨年会員企業に入社した
子のサポートとともに、新たな対象者の就業に対する支援
を行う。
・〈ローターアクト事業〉
　今年度からのローターアクトは活動やお金などについて
自立性が求められるため、方針や立場、条件などの変更点
について、スポンサークラブとして人頭負担金や年齢上限、
規定など様々な見直しや構築の支援、協働を行う。
・〈インターアクト事業〉
　IAC の育成と RC内での理解促進に努め、IAC 活動の支援
方法を幅広く見直し再構築していく。また、研修事業のサ
ポートを行う。
・〈青少年交換学生事業〉
　次年度からの交換学生の派遣や受け入れに向けた青少年
交換プログラムの調査や準備を行う。

クラブ奉仕担当
後藤  正邦 次年度理事

　今後も長く持続可能なロータリーの運営
と活動の基盤になるのが、クラブ奉仕であ

ると考えます。
　この観点から、まず何より例会を重視していきます。
　例会では、会員のお人柄を知り合えるような卓話を中心
にプログラムを組みながら、会員の体温を感じることがで
きて、楽しく、これまで以上に出席したいと思っていただ
けるようにしていきます。
　例会以外にも、炉辺会談など、会員間の意識の共有や親
睦を図る機会を、再開していきたいとも考えます。
　会員増強においては「強」を重視する原則のもと、新入
会員の勧誘の段階から、候補者の情報（お人柄など）を会
員選考委員会などの関係委員会とも共有しながら、クラブ
全体で候補者をお迎えできる体制をつくります。
　ニコニコ箱の寄付金は、財源的にロータリーの奉仕活動
を支えるものであることから、まさにその趣旨を会員の皆
さんにご理解いただいて、明るく積極的なお気持ちにおい
て寄付を募れるよう、気運を醸成していきます。
　会報や各情報誌による会員間の情報の共有はもとより、
クラブ外の方々から関心を寄せていただけるような広報も
推し進めていきます。

ロータリー財団担当
村田  長隆 次年度理事

【活動方針】
　ロータリー財団の活動や意義を福井クラ

ブの会員に周知する行動を主導し、世界と地域社会の発展と
安定のために貢献する。
1. 地区方針の会員 1人当たりの年次寄付 180＄の目標を達成
するために邁進する。
2. 会員の財団への理解向上のため、ロータリー財団月間での
卓話、財団ランチの実施を計画する。
3. 地区補助金の申請　　2年延期となっている外国人技能実
習生交流事業の再申請。

国際奉仕担当
城戸  利枝 次年度理事

　国際奉仕常任委員会は 3つの委員会で構
成されています。①国際奉仕委員会、②友好

双子クラブ委員会、③米山奨学委員会です。基本的には昨年
の事業を継続していくことを基盤に考えておりますが、昨
年はコロナ禍という事で、事業計画も断念しなくてはいけ
ない事業が多く残念だったと本年度の長田委員長から伺っ
ております。次年度はそれを踏まえて、ウイズコロナで事
業をすすめていけるように考えております。
１．国際奉仕委員会、萬谷委員長です。
　外国人技能実習生交流イベントを本年度は実施できませ
んでしたが、次年度は、再度補助金も申請しておりますので、
外国人技能実習生等を対象にした支援につながる事業を計
画・実施していきます。情熱的な熱い気持ちをいつも持た
れている萬谷委員長にどうぞご期待ください。
２．友好双子クラブ委員会、長谷川委員長です。
　本年度は、新型コロナウィルスの影響で、例年実施して
いる大分ロータリークラブとの交流や、カポレイ、グリー
ンビルロータリークラブとの交流もできませんでしたが、
細江委員長が、今までの友好双子クラブとの交流を映像に
まとめて発表していただきました。
　次年度は、職業柄ワールドワイドなアイデアをたくさん
お持ちの長谷川委員長が、今後のウイズコロナを鑑みて、
新しい交流のあり方を模索し、お互いのクラブがこの友好
関係を負担に思うのでは、この委員会の意味もなくなって
しまいます。今後は、お互い訪問するだけではなく、今ま
でのステージからステップアップして、持続可能な友好交
流を促進していけるようにすることが重要だと意欲的に
語っていらっしゃるので、皆さまご期待ください。
３．米山奨学委員会、英委員長です。
　米山奨学生　謝さんのカウンセラー英委員長は、本年度
に引き続き、日本と海外の架け橋となる国際親善に尽くす
人材育成のために、米山奨学金の寄付金の目標額達成、米
山奨学生の卓話、会員との交流を図っていただきます。
　英委員長の持前の天真爛漫な人柄で、奨学生 謝さんの活
動を支え、私たちに米山の活動を PRしていただけると思い
ます。
　以上、次年度国際奉仕委員会は、３委員会、楽しくコミュ
ニケーションをとりながら、ウイズコロナを念頭に事業を
すすめてまいりますので、どうぞ１年間よろしくお願いい
たします。

職業奉仕担当
増田  喜一郎 次年度理事

【活動方針】
　いよいよコロナによる活動制限からも解

放されつつある中で、会員がお互いの職業に対する理解を
深め、会員自身の職業情報の発信と職業スキルを活かせる
活動を行います。
【事業計画】
１．職業奉仕委員会　
　①職場訪問例会の実施
　・11 月 17 日（木）啓新高等学校に訪問
　・2023 年１月 23 日（木）RLI in 福井 RC の実施
　職場訪問例会では、その会社の理念や方針、事業内容を
知るとともに職業奉仕についての考えや取組みを参考に学
びを深めていただきます。
　また、RLI を通じてロータリアンとしての自己啓発に努め
ていただきます。
２．キャリア教育推進委員会
　①啓新高等学校の 1・2年生に対するキャリア教育の実施
　②啓新高等学校の教職員に対するキャリア教育の実施
　次世代を担う青少年に対して、キャリア教育を通じて多
様な生き方や職業を知り、自身の進路を現実的に考える機
会を作ります。
　また、教職員に対して学外の社会に触れ、資質能力を向
上させるキャリア教育を行います。

社会奉仕担当　清水  盛伸 次年度理事
代読　中広　久副幹事

【活動方針】
　With コロナでの今後の活動を見据えた上

で、1. 社会奉仕委員会 2. 環境保全委員会  共に連携を取り
ながら、奉仕事業を行っていきます。
　社会奉仕委員会においては、今後福井ロータリーとして
持続可能な奉仕事業を模索検討していきます。
　検討ポイントとして、
　①福井ロータリーの組織として、費用や人的視点から
　　持続的に遂行する事が可能な事業であるか。
　②ロータリークラブ会員に賛同を得られる事業であるか
　③事業にかかる費用に対し、社会へ効果はどのくらい
　　見込めるか。
　④公共イメージ向上に繋がる事業であるかどうか。
等を視点に置き検討していきたい。
　環境保全委員会は例年の足羽川清掃活動への参加、並び
に足羽山あじさいロードの管理を社会奉仕委員会と連携し
行っていきます。
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