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今回例会   第１３８８回 

   平成１８年７月１９日（水） 

      

  新役員披露パーティー 

  会場：小松屋 

  受付：１７：３０～ 

  次回例会   第１３８９回 

    平成１８年７月２６日（水） 

     外部卓話 

 福井市美山折立 

高嶋正夫様 

『樺太巠榮史
か ら ふ と け い え い し

』 

     

 

  

今日のロータリーソング                         
   『 我等の生業 』 

 
 

会長報告    （７／１２） 

本日のお客様を紹介いたします。 
山中RC会長西口剛太郎様幹事新家尚子様事務局松田恵美子様、三国RC
会長角谷健一様幹事大坂義一様事務局坂本美栄子様です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７月９日(日)新世代委員会による「杉山兄弟シャボン玉ショー」が霞の郷

にて開催いたしました。子供達との関係が希薄になった大人に対し、昔

ながらのふれ合い交流の場を提供するこ

とを目的としました。約300人ほどの親

子が参加しシャボン玉に驚きやため息を

ついていました。開催時には山下委員長

より「ロータリーとは」の説明を致しま

した。 

 

幹事報告          
2008-09年度地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ・ﾉﾐﾆｰ近江八幡RC 川端五兵衛君に決定しました。 

「地区大会予告のご案内」・・・BOXに入っています。 

会報：福井ﾌｪﾆｯｸｽRC 

 

第１３８７回例会 委員会報告 （７月１２日現在） 

出席委員会 

 

ロータリー財団特別寄付（個人寄付）・・・（ABC順・敬称略） 

藤本・林田（数）・稲葉・川端・金・北・水上・中田・中山・西野・

野尻・奥村・下田・髙嶋・山田・山下 

（本日１６件 90,000円 本年度累計123,000円）  

米山記念奨学会（個人寄付） 
藤本・林田（数）・金・水上・中田・奥村・下田・山下 

       （本日８件11,000円 本年度累計36,000円） 

7/14 上期普通寄付金送金しました。 

 

 

 

ニコニコ箱･･･（ABC順・敬称略） 

三国 RC―本年も宜しくお願いします。丸岡 RC の友情に感謝します。 

 角谷会長――本年一年間宜しくお願いします。丸岡 RC の皆様とさらな

る友情を深めながら、頑張りますのでよろしくお願いします。 

 大坂幹事――先日の合同例会ありがとうございました。本年度は三国

がホストです。宜しくお願いします。 

山中 RC 

 西口会長――お邪魔します。今年度会長として 1 年間宜しくお願いし

ます。山中ｸﾗﾌﾞへのメークアップをお待ちしています。ぜひ、

来てください。 

 新家幹事――本日はお世話になります。よろしくお願いします 

藤本―山中、三国会長幹事事務局の皆さんようこそおいで下さいました。

今年も宜しくお願いします。又、誕生日を祝って頂いて。 

林田（数）―山中 RC 三国 RC 会長幹事事務局の皆様ようこそおいで下さ

いました。 

東――欠席が続きまして 
三国 RC 山中 RC 

石橋―山中 RC 会長西口様幹事新家様三国 RC 角谷様幹事大坂様事務局の

皆様訪問ありがとうございます。本年も宜しくお願いします。 

金――本日健診のため、早退させて頂きます。 

小見山―妻の誕生日を祝し、又山中 RC の皆様、三国 RC の皆様本年もど

うぞ宜しく。本日はご遠路ご苦労様です。 

前田―山中 RC 会長幹事さん三国 RC 会長幹事さん事務局の皆さん本日は

当ｸﾗﾌﾞ訪問ご苦労様です。本年も宜しくお願いします。 

南――山中三国 RC 会長幹事様をお迎えして 

水上―山中ｸﾗﾌﾞ三国ｸﾗﾌﾞの会長幹事様ようこそおいで下さいました。 

    一年間宜しくお願いします。 

中山―結婚記念日を祝って頂いて 

中澤―生ビールのおいしい時期です。 

西野―欠席が続きまして 

野尻―山中、三国RC会長幹事事務局の皆様ようこそお越し下さいまして。 

奥村―誕生日を祝って頂いて 

下田―山中ｸﾗﾌﾞさん三国ｸﾗﾌﾞさんようこそ。今年も宜しくお願いします。 

髙嶋―国際奉仕委員会です。一年間宜しくお願いします。 

山岸―山中、三国 RC 会長幹事をお迎えして。 

山下―９日に開催しました「杉山兄弟シャボン玉ショー」はお蔭様で 

３００名の大盛況でした。ご協力ありがとうございました。 

横山―新役員披露パーティ家族納涼会の出席を宜しくお願いします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会員数 出 席 欠席届有 欠席届無 ﾒｰｸ ｱｯﾌﾟ 出席率％

36 32 4 0 0 94.10 

本 日 の 合 計 本日迄の累計 前 年 度 と の 比 較

75,000円 155,000円 158000円 



 

 
下田重道クラブ広報委員長 
ロータリー活動の情報をタイムリーに PR していきたい。IT、雑誌・広

報、会報委員会がリンクしながらのクラブ広報となるように努め「ロー

タリーの友」「ガバナー月信」等を積極的に利用したい。 
７月８日（土）に第１回広報雑誌 IT 委員長会議に出席してきました。 
平井ガバナー福井パストガバナー等いかに広報が大事かという事を学ん

できました。「広報とは感動を分かち合うものだ」「ロータリーの友をし

っかり読んで欲しい」 

奥村雅徳会員増強委員長 
本年度より組織変更により大きな委員会となりました。 
３６名よりスタートしましたので４０名に増強したいと思っています。 
会員増強は担当者のみならず会全体の使命と捉え、会員１人が１名の推

薦をいただきそれに基づき勧誘に努める。入会推薦の名簿を作成する。 
１． わかりやすい入会ガイドブックの作成 
２． 職業分類の空席を埋め、 

新しい分野の会員の発掘 
３． 元会員の再度の勧誘、 

または二代目会員への努力 
４． 女性会員誕生に努力 
５． 情報委員会を通じ、 

入会前の理解度の不足を 
防ぎ又新会員への指導教育 

（奉仕活動参加を積極的に 
促し、会員の自覚を持た 
せることが退会防止にも 
つながる。） 

 
 
 
８月２３日（水）就職模擬面接会を行います。 
皆さんには面接官をお願いしたい。 
職場訪問例会は 2007 年 5 月頃に予定を 
しています。 

野尻昇社会奉仕委員長 
全て継続事業とし地域に貢献する奉仕活動を推進する。新たに「水の保

全」を加えたい。鳴鹿大堰などをテーマに水の保全の話が出来ないかと

考えています。 
 

髙島勝美国際奉仕委員長 
「世界の人と親睦を」を基本方針として活動していきたい。 
１． クッキング・パーティーの開催 11 月 5 日（城の町会館） 
２． 海外クラブ（ハワイ）に行ってメーキャップをする（地区から要請） 
３． 国際大会への参加 
４． 財団・米山への寄付目標を達成し外国人留学生を支援する。 
５． 青少年交換事業の継続 
６． G・S・E のメンバー募集 
 
 
 
 

 

ボランティアまつり 社会奉仕委員会 ７月祝事 
７月１６日（日） 

当日は雨天となり、会場を外から室内に移動。雨にも関わらず大

勢の来場者で大変な盛り上がり目標売上をほぼ達成した。尚、当

日の売上は２８，４５０円でした。依って、昨年と同じ金額が福

祉団体に献金として協力が可能です。大勢の会員のご協力、有り

難うございました。 
結婚記念日  会員誕生日 

 
 

２００６－２００７年度 活動計画  
 

山下健治新世代委員長 
7 月 9 日（日）「杉山兄弟のシャボン玉ショー」は皆様のご協力で約 300
名集まり盛大に開催する事が出来ました。ありがとうございました。 
基本方針として、地域の大人たちが役に立つ何かを教えてあげるとか、

普段から当たり前のこととして子供達の前に姿を表し、地域の子供達と

何らかの直接的な交わりを持つ機会と場を増やしていく事から始めたい

と思います。 
１． 丸岡ロータリー杯小学生バトミントン大会の主催 
２． 三国 RC との共催で野球・サッカーの交流試合を考えたい。 
３． 地区の RYLA への参加 
４． 社会奉仕委員会に協力・協賛する事業をする 
 
 
「賢者は歴史に学ぶ、愚者は経験に学ぶ」という言葉があります。 

林田千之プログラム委員長 

今年は皆さんに「歴史を聴く」を中心に考えています。昨年四町合併が

ありましたので、三国・春江・坂

井の歴史を学び理解し仲良くやっ

ていきたいと思います。ロータリ

ークラブは倫理を学ぶ団体です。 
第 2 週はそれぞれの委員長さんに

委員会の歴史を学んでいただき、

発表していただく。委員長さんに

勉強していただきたいと思ってい

ます。 
一年間の予定は作成してあります

ので各委員長さん宜しくお願いし

ます。委員会報告等は第 2 週にし

ます。 
橋本幸一郎職業奉仕委員長 「ロータリーの友」の解説も 5 分間時間を 

取っています。 
 

横山茂樹親睦委員長  

「会員相互の親睦を深める」をテーマに進め

ていきたいと思います。 
年間計画 H18.7.19 新役員披露懇親ﾊﾟｰﾃｨｰ（小松屋） 

8.11 家族納涼親睦ﾊﾟｰﾃｨｰ（三国花火大会観覧） 
11.1 山中 RC との合同例会 
12.23 年忘れ家族ｸﾘｽﾏｽ親睦ﾊﾟｰﾃｨｰ 

      H19.4.11 家族花見親睦ﾊﾟｰﾃｨｰ 
5.16 三国 RC との合同例会 

祝 事 ご夫人の誕生日には記念品（花）を贈る。 
    会員の誕生日にはﾈｰﾑﾀｯｸﾞを贈り。ﾊﾟｯﾋﾟｰﾊﾞｰｽﾃﾞｨ歌って祝う  
    結婚記念日には宝くじを贈り、夢をプレゼントする。 
例会準備を全員でお願いしたい。当番表を作りますので当番の日にはよ

ろしくお願いします。（親睦委員会以外の人は年間３回程度です。） 
欠席の場合は他の人に頼んでください。 


