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『集いて学び   集いて奉仕   ロータリーを楽しもう』

前回の例会報告

会長挨拶

次回の例会案内

四つのテスト　言行はこれに照らしてから     1. 真実か　どうか   2. みんなに公平か   3. 好意と友情を深めるか    4. みんなのためになるかどうか　

本日の例会　第 763 回
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RI会長　バリー・ラシン

2018-19 Presidential Theme

メイクアップ

同好会
写真の広場

8月3日㈮

8月10日㈮

7月27日㈮
○現在会員　62名　　○出席者　 39名
○届欠席者    23名　     ○出席率　 63%

皆さん、こんにちは。暑中お見舞い申し上げます。
本日は福澤会長の代理を務めさせていただきます田中です。
連日の猛暑で日本のいたる所で熱中症により緊急配送される方は
後を絶ちません。不幸にもお亡くなりになられる方もあり、命の
危険が脅かされる災害とよばれてもおかしくないくらいの状況で

す。
そんな中でも西日本の豪雨水害に見舞われた被災地では懸命の復旧作業が進められ
ており、ボランティアの皆様の行動には頭の下がる思いがいたします。
又、台風 12号が近づいており、猛暑と合わせて週末などに行われる祭りやイベン
トは日程変更や中止を決定するところも出てきており、人命優先、安全優先で取り
組んでいただきたいと思います。
さて、先週の 19日には中川基成ガバナー公式訪問では、国際、地区方針をしっか
りと勉強させていただきました。
会長幹事懇談会においては中川ガバナーに対して福澤会長より福井あじさいロータ
リクラブの活動方針を熱く語っていただき、適切なるご助言と高い評価を頂いたと
確信しております。現在多くの事業の案内がされていると思いますが是非とも積極
的なご参加をお願いいたします。
本日は日本ロータリー Eクラブ 2650地区の野阪会長、菅原幹事、宮田委員長が
おいでになり Eクラブの事をお聞きします。独自の運営方針の中で大いに参考にす
る部分が多いと思います。本日もよろしくお願いいたします。

○開会点鐘　１2 時３０分
○国家斉唱
○ロータリーソング斉唱　「奉仕の理想」
○会長挨拶
○入会セレモニー
○栄誉行事

○幹事報告・委員会報告・同好会報告
○ニコニコ箱報告
○ロータリー財団寄付者発表
○米山記念奨学会寄付者発表
○総　会
○クラブフォーラム
　会員増強委員会　細川直人会員
○閉会点鐘

8月誕生日、結婚記念日の祝い

大島友治、太田貴司（第1回青少年奉仕会議）
今野義隆、森陰輝夫
（2018-19年度会員増強・公共イメージ向上セミナー）

近藤実、藤井誠也、辻川貴宏、尾川輝幸
横山剛史、野原哲也、島村真人、稲津敬史、
今田武、竹内義隆（麻雀同好会）

バナー交換
田中会長エレクトと野坂会長 本日卓話の宮田会員

日本ロータリーEクラブ2650地区の野阪会長、菅原幹事、宮田委員長　ようこそ!!

ボーリング大会

夜間移動例会

【第 1部】

【第 2部】

16:30 スタート

場　所 / 北海道炉端横丁

場　所 /ワイプラザ B棟 2F

参加費 / ¥2,000

受　付 /18:00
登録料 / ¥5,000

開会点鐘 /18:30

（集合 16:15）



ロータリー財団　寄付者

米山記念奨学会　寄付者

22 名 　　30,000 円　　今年度累計　171,000 円

ニコニコ箱報告 （順不同/敬称略）

13 名　13,000 円

11 名　15,000 円

12:00～12:30

18:00～18:30

　2018.7/27

事務所/〒910-0006 福井市中央1丁目3番1号　加藤ビル4F　　TEL.0776-28-7200  　FAX.0776-28-7255
例会場/ホテルリバージュアケボノ　　TEL.0776-22-1000  　 E-mail:mac7428@yahoo.co.jp

クラブ会報委員長/ 稲津敬史　　副委員長/ 増田浩三　　高嶋隆博

県内クラブ
例会日

ビジター受付

火曜日

月曜日

水曜日 木曜日 金曜日

福井南RC

福井東RC

（ザ・グランユアーズフクイ）

（福井繊協ビル 8F）

勝山RC
（勝山市民活動センター）

（AOSSA 3F）
武生RC

（武生商工会館）

若狭RC
（ホテルせくみ屋）

福井フェニックスRC

丸岡RC
（ザ・グランユアーズフクイ）

（丸岡城のまちコミュニティセンター）

鯖江北RC
（鯖江神明苑 2F 日野）

敦賀RC
（福井銀行敦賀支店 2F）

大野RC
（大野商工会館）

福井北RC

福井水仙RC
（ユアーズホテルフクイ）

（福井パレスホテル）

武生府中RC
（越前たけふ農協会館 3F）

敦賀西RC
（敦賀プラザ萬象）

福井RC

三国RC
（バードグリーンホテル レジーナ）

（三国観光ホテル）

鯖江RC
（鯖江商工会館 4F）

福井西RC

（ホテル リバージュアケボノ）
福井あじさいRC

前年度累計　189,235 円
献金人率    　            56%

8月7日（火） 福井南RC 8月21日（火） 福井南RC
8月28日（火） 福井南RC 8月31日（金） 福井西RC

卓　話 Ｅクラブ　宮田耕輔会員

野坂信嘉　　今日は宜しくお願い致します。
田中義乃　　本日はよろしくお願いします。
朝田健一　　日本Ｅクラブ2650地区会長野坂様、幹事菅原様、
                  本日はありがとうございます。
　　　　　　宮田様、卓話よろしくお願いします。
森陰輝夫　　今日も暑いですね。Ｅクラブ宮田様、卓話よろしくお願
                  いします。
今田武　　　毎日暑いですね。台風もこっちに来るんでしょうかね。
橿尾輝之　　申し訳ありませんが、早退させて頂きます。
中村栄子　　宮田様、卓話よろしくお願いします。
前田和寛　　宮田様、今日は卓話宜しくお願いします。
下家茂　　　弁当だと腹八分目となり、身体に感謝。
藤岡茂樹　　経口補水液が売れています。塩あめは品薄状態が続いて
                  います。
常山由起子　暑中御見舞い申し上げます。
服部宏和　　暑い日が続きますね。皆様体調管理に気を付けて頑張り
                  ましょう。Ｅクラブ宮田様、卓話楽しみにしております。
野原哲也　　うららの編集長、卓話よろしくお願いいたします。
内海晴藏　　お暑うございます。
山下徳太郎　まだまだ暑い日が続きますが、ロータリアン魂で乗り
                  切りましょう。
                 Ｅクラブの宮田さんの卓話楽しみにしています。
太田貴司　　宮田さん、本日の卓話よろしくお願いいたします。
松本喜市　　毎日暑い日が続いています。健康に留意を!!  Ｅクラブ
                  宮田耕輔会員の卓話楽しみにしています。
齊藤稔　　　暑いですね～。とうとう嫁も「熱中症」になりました。
　　　　　　皆様もお気を付け下さい。
麻雀同好会　明日の麻雀同好会リライムビアガーデン納涼会中止と
                  なりました。日を改めてご案内いたします。
佐々木一
太田宏史
田中隆藤

はじめまして。このようなお話させてい
ただく機会をいただきましてありがとう
ございます。私は日本ロータリーEクラブ
2650の宮田耕輔と申します。今回はEク
ラブについてのお話を少しさせていただ
こうと思っています。
その前に私自身のプロフィールですが、

株式会社ウララコミュニケーションズに所属しており、現在は『月刊ウ
ララ』の編集長を拝命しております。また、ふくいのまちづくりに奔走
する「NPO法人きちづくり福井」代表、福井駅前短編映画祭やムービー
ハッカソンを企画運営する「ふくいまちなかムービープロジェクト」代
表、ボクサーパンツ専門店『ラーナニーニャ』共同設立者、趣味の団体と
して「福井中央競馬鹿会」主宰諸々、何かとどこかでちょこまかと動い
ています。
さて、ロータリーEクラブについてですが、ロータリークラブにおいて
会員減少の歯止めがかかっておらず、時代の流れと共に、時代に即した
ロータリークラブのあり方が叫ばれていました。そこで、“インター
ネット上のロータリークラブ”という概念がアメリカで誕生し、実際に
立ちあがっていきました。日本でもその流れを汲み、6年の実験期間を
経て、2010年に日本初のEクラブがここ2650地区で誕生しました。
ただ、当時は（今も？）Eクラブに懐疑的な目で見ていらっしゃる方も
多いと思います。地域での職業奉仕、実際に出会う頻度、一体ネット上
で何ができるのか、と。しかしこう考えてください。活動地域が福井市、
福井県、という県市町村単位ではなく、2650地区という一つの地域と
捉えるとどうでしょうか。単純に活動区域が広がっただけです。
「顔が見えない」というのも、今ではSNSが普及しており、顔の見える
SNS、facebookがあるので、それぞれの日々の風景を見ることができ
ます。久しぶりに会っても久しぶりだと思わない、そんな感覚を現代の
テクノロジーは教えてくれます。前年度も奈良県明日香村にて「飛鳥歴
史ウォーク」を開催しましたが、すぐにでもつながり、まるで“オトナの
修学旅行”のような、和気藹々とした空気が流れていました。
Eクラブは準クラブでもありません。正式なクラブとして存在し、現在
では11ものEクラブが日本で立ち上がっています。皆さまと同じよう
にロータリアンとして、どう地域に職業奉仕ができるかを考えており
ます。同じように親睦を深めています。ちなみにメーキャップもとても
しやすいです。是非ともこれを機に、Eクラブについて理解を深めてい
ただければ、と思います。本日はありがとうございました。

日本ロータリー Eクラブ 2650について　

田中義乃、朝田健一、長井眞見、森陰輝夫、松本喜市
下家茂、加藤達夫、中村栄子、田中隆藤、常山由起子
太田貴司、野原哲也、光山晃　各君

田中義乃、朝田健一、森陰輝夫、松本喜市、太田宏史
前田和寛、齊藤稔、田中隆藤、太田貴司、佐々木一
中村栄子　各君　


