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2020～2021年度 福井あじさいロータリークラブテーマ

「 初心に戻り、もう一度ロータリーに惚れよう」

本日の例会　第 839 回

RI 第 2650 地区 スローガン
2020～21年度

ガバナー　松原　六郎

裏面につづく

前回の例会報告

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　
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メイクアップ

8月21日（金）

8月7日（金）

9月4日（金）
次回の例会案内

皆さん、こんにちは　お盆休みは如何でしたでしょうか ? ゆっく

り休んで暑さに負けない元気をとり戻したでしょうか。

さて、ロータリーで 8 月と言えば、国際ロータリーの最初の標語

である

「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」が米国オレゴン州

ポートランドで催された第二回ロータリー大会で、シカゴのロータリーアン、

アート・シェルドンによって初めて宣言された月です。その頃、同じ米国ミネソタ

州ミネアポリス RC 会長だったベン・コリンズ氏が自分のクラブが使用していた「無

私の奉仕」について述べました。この言葉がボランティア奉仕の哲学を最もよく表

しているとして、その後「超我の奉仕」に変更を加え、ロータリーの第一標語とし

て定めました。因みに第二の標語は、前述の「最もよく奉仕する者、最も多く報い

られる」です。

本日もよろしくお願いいたします。

会長挨拶

クラブフォーラム

会員増強委員長　下家 茂会員

○現在会員　61名　　○出席者　 31名
○届欠席者    30名　     ○出席率 　51%

○開会点鐘　１2時 0 0分
○ロータリーソング斉唱　「四つのテスト」
○会長挨拶
○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
○卓　話

○閉会点鐘

橿尾輝之

福井市福祉保健部　障がい福祉課
課長　中村ナオミ様

森陰輝夫（ガバナー補佐会議）
大島友治（地区青少年育成委員会）

「ぴゅードカーン」8 月は花火大会が県内各地で開催
されます。ところが本年はコロナ禍の中でイベント
もなく寂しい日々です。でも三国の海岸や芦原の海
岸に行くと夜 10 時ぐらいに浜に寝そべっても砂が
温かく夜空を見れば幾千幾万の星が空一面にありま
す。3 時間もすれば自分を再確認する事が出来ます。
あなたも体験してみては・・・・。あじさいクラブ
も 20 周年になり、現在 62 名の会員、目標の 70 名
には 8 名～ 10 名の会員増強が必要です。あじさい
クラブ設立時は 56 名。2 ～ 3 年で 38 名まで激減し

ました。それからは物故会員である淡島氏と二人三脚で週 2 回ほど入会の可能性
がある人達に話し合いに行くこととなりました。2650 地区の会員増強拡大に淡
島氏が 3 年出向し、私も 2 年間参加しました。そしてゆっくりではありますが会員
も増加、退会する方もあり、2020 年度で 60 名前後をキープする様になりました。

○開会点鐘　１2時0０分
○国家斉唱
○ロータリーソング斉唱　「奉仕の理想」
○会長挨拶
○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
○会員卓話　矢田 弘 会員
○閉会点鐘

9月誕生日、結婚記念日の祝い



ロータリー財団　寄付者

米山記念奨学会　寄付者

どちらにしても、ロータリークラブの精神的・理論的な支

柱とすると、また退会者が増えます。楽しい会にすればそ

れで良いのか？という事になります。あじさいクラブは他

のクラブと違い会費が半額に近く、会が運営できるのも会

員が多く必要となり、80 名前後であれば未来に展望が開

かれます。核となるのは「ヒト・モノ・カネ・情報」です。

今後 10 年 20 年以降を見据えると少子高齢化が進む日本に

あっては、クラブにとっても高齢化の波を避けて通れない

道です。高齢化によりメンバーが減少し、寄付や活動資金

も減少します。「事務所、設備等」の維持管理や「ノウハウ」

の維持継承が困難となります。組織内での「選択と集中」

が進むものと推察されます。会のコンパクト化によるラン

ニングコストの削減に踏み切るようになります。会員増強

を具体的に行うには、メンバー 30 名ほどでパルチザン方

式の5人組グループを6チーム結成します。6名のリーダー、

12 名のサブリーダーそして 12 名の活動できるメンバーを

早急に組織化しなければなりません。①女性会員グループ

②若いメンバーグループ③士（サムライ）業グループ④一

人親方（職人的）グループ⑤稲津さんグループ（個人的に

会をつくっているので）⑥中年グループ。私自身も来年で

70 歳（古希）になるので若い人たちに頑張ってもらいた

いと思います。とりあえず GoTo キャンペーンを利用して

バスを 1 台、１人 5,000 円で借りれるようにして、15 人

～ 20 人で 9 月 12 日（土）三国方面でのバーベキュー大会

を開催します。グループでクラブに興味のある人を呼んで

もらい、和気あいあいと参加してもらいます。10 月には

平日に大野・勝山方面。11 月には小浜方面にふぐを企画

します。来年度からは若い人達に会員増強をお願いします。22 名 　　33,000 円　　今年度累計　176,000 円

ニコニコ箱報告（順不同/敬称略）

15 名　26,000 円

14 名　26,000 円

12:00～12:30

18:00～18:30
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クラブ会報委員長/ 稲津敬史

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） （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）

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
（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
（三国観光ホテル）

鯖江RC
（鯖江商工会館 4F）

（福井県護国神社）
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　265,000 円

8月25日（火）福井南RC   12時～12時30分

橿尾輝之　　暑さに負けないように！
藤岡茂樹　　桒野さん、科技高面接参加お願いします。
長井眞見　　お盆も過ぎましたが、残暑厳しい日が続いています。
　　　　　　お身体ご慈愛下さい。
　　　　　　仏教訓より「家に心の灯をともそう」
武田幸夫　　猛暑＆残暑お見舞い申し上げます！
末永雄樹　　皆様の顔を見ると、元気が出ます！
梅本知恵理　最近ＭＲＩ検査をしました。生きて帰れた～！！
松本喜市　　前回はオンラインで出席しました。やはり皆さんの
　　　　　　顔が直接見れたほうが良いと実感しました。
矢田弘　　　お久しぶりです。
日置友純　　毎日暑いですね。山の草刈りで毎日のように熱中症
　　　　　　です。
福澤幹也　　遅れてすみません！
松原淑裕　　9 月 12 日バーベキュー行きましょう。
山下徳太郎　コロナにも暑さにも負けずに頑張ってます。
桒野幸信　　最近外国人に間違えられます。
横山剛史
坪川俊仁
小寺邦夫
河合正浩
野原哲也
南伊津美
森陰輝夫
古市恭也
太田貴司

福澤幹也、橿尾輝之、藤岡茂樹、長井眞見、森陰輝夫、松本喜市、横山剛史
南伊津美、朝田健一、野原哲也、桒野幸信、太田貴司、日置友純、松原淑裕
坪川俊仁　各君

梅本知恵理、橿尾輝之、藤岡茂樹、森陰輝夫、松本喜市、横山剛史
福澤幹也、桒野幸信、南伊津美、朝田健一、太田貴司、光山晃、日置友純
坪川俊仁　各君


