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福井あじさいロータリークラブ
国際ロータリー第2650地区

会長 / 橿尾輝之　　　会長エレクト / 古市恭也　　　副会長 / 近藤実　　　幹事 / 藤岡茂樹　　　副幹事 / 細川直人

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 835 回

RI 第 2650 地区 スローガン
2020～21年度

ガバナー　松原　六郎

改めて、皆さん今日は。例会の貴重なお時間を頂きまして、今年度の会長方針を述べさせて
頂きます。今年度のあじさい RC のテーマは「初心に戻り、もう一度ロータリーに惚れよう」
です。今、会員のなかにはチャーターメンバーをはじめ入会して 18 年の方、10 年以上或い
は 5、6 年又は去年入会されたメンバーもいらっしゃいます。入会のきっかけ動機は色々とあ
ると思いますが、只一つはっきりと言えることは、入会時には未知のロータリーに対しての
不安・興味・意欲が入り混じった「ロータリーで自分は何ができるのだろう ?」というドキド
キ感を持っていたと思います。そのドキドキ感が「ロータリーってなんかいいよなぁ。続け
てみようかなぁ」という感情に変わっていったと思います。その気持ちをもう一度、奮い起
こして頂きたいのです。一年間、宜しくお願い致します。

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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RI会長 ホルガー・クナーク

2020-21Presidential Theme

メイクアップ

7月17日（金）

7月31日（金）

7月10日（金）

次回の例会案内

皆さん、今日は。如何お過ごしでしょうか。九州をはじめ各地で集中豪雨に

よる洪水被害がおきています。特に熊本県は過去５年間に 4 回の激甚災害

指定を受けていて、今回で 5 回目の指定となります。一刻もはやい復旧と

被災者のご健康を切に願う次第です。さて、先週の土曜日 4 日に福井県下

RC 会長・幹事 WEB 会議が行われ、私橿尾と藤岡幹事、そしてガバナー補佐

として森陰会員が出席しました。コロナの影響下で他クラブも例会運営に、あじさい RC 同様い

ろいろと苦労されています。なかには、当面の例会は月 2 回にするクラブとか、オンライン例会

だけにするクラブもありました。

会議の中で、松原ガバナーが特に強く訴えていられたことは、自らがウイルスに感染せず、人に

感染させないことに最大限注意しながら、家族と自分の会社・事業・社員を守る職業奉仕を全う

することが地域も守ることとになる。そのことがロータリアンの責務だということです。そのこ

とを皆さんにお伝えして、挨拶に変えさせて頂きます。本日も宜しくお願い致します。

会長挨拶

写真の広場
○現在会員　61名　　○出席者　 33名
○届欠席者    28名　     ○出席率 　54%

○開会点鐘　１2時３０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
○クラブ協議会
○閉会点鐘

○開会点鐘　１2時３０分
○ロータリーソング斉唱

「それでこそロータリー」
○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
○クラブ協議会
○閉会点鐘

祝!! 米山功労者　藤岡幹事

橿尾輝之

会長方針　　橿尾輝之

祝!!  ポールハリスフェロー（他）
　　　　　受賞会員



ロータリー財団　寄付者

米山記念奨学会　寄付者

23 名 　　25,000 円　　今年度累計　72,000 円

ニコニコ箱報告（順不同/敬称略）

19 名　21,000 円

13 名　17,000 円

12:00～12:30

18:00～18:30

　2020.7/10
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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
（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

（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　68,000 円

橿尾輝之　　コロナ、豪雨に負けず頑張りましょう。

藤岡茂樹　　実は緊張してます。

小寺邦夫　　早く梅雨があけますように！

山下徳太郎　水害にあわれた全国の人にエールを送ります。

堀川和子　　お弁当ありがとうございます。でも今日は湿度が

　　　　　　高く暑いので、あしらいの野菜を入れられなく

　　　　　　見映えの悪いお弁当になってしまいごめんなさい。

島村真人　　皆様に会えてニコニコです。

田中義乃　　九州地区の豪雨災害でお亡くなりになられた方、

　　　　　　被災された皆様お悔やみとお見舞い申し上げます。

福澤幹也　　こんにちは！

朝田健一　　早く梅雨があける事を願いまして。

日置友純　　毎日じめじめ。早く梅雨明けしてほしいですね。

松本喜市　　各地の大雨で犠牲になられた方々に心からご冥福

　　　　　　をお祈りします。

　　　　　　早く梅雨明けになって欲しいですね。

森陰輝夫　　新ためて橿尾会長、藤岡幹事年度に、より価値観を

　　　　　　得られるクラブに期待申し上げます。

武田幸夫　　ヨロシクです！

齊藤稔　　　水害被害にあわれた方にお見舞い申し上げます。

高嶋隆博　　皆さんお久しぶりです。コロナに負けず頑張りま

　　　　　　しょう。

桒野幸信　　ジメジメした嫌な時期が続いてますねー。早く

　　　　　　梅雨が明けてほしいです。

増田浩三、古市恭也、近藤実、河合正浩、横山剛史、野原哲也

竹内義隆

今年度の事業活動計画
※社会奉仕委員会
　福井あじさい RC 創立 20 周年記念事業として、障がい者との相
互理解を深めるための「手話によるパフォーマンスイベント」を
福井駅前ハピテラスで、全会員は勿論市民や　障がい者の人達も
参加する大きな事業 ( 財団の補助金申請事業 ) を行う。
※職業奉仕委員会
　継続事業としての高校生模擬面接の実施。又、職場訪問移動例
会も会員のご協力を得て　行う。今年は「四つのテスト」「職業奉
仕」についてのフォーラムを計画する。
※国際奉仕委員会
　福井あじさいＲＣ20 周年として、タイとフィリピン両国での奉
仕活動の計画は新型コロナの影響でタイの方は中止とします。
2021 年 6 月のフィリピンでの事業に注力する。多くの会員の参加
を募って行う。
※青少年奉仕委員会
　福井市内の小学生と越前町の小学生との、砂浜清掃による交流
を通じて自然の大切さと汗を流すことの素晴らしさをしってもら
う
※ロータリー財団・奨学
　財団への支援は、年次基金寄付　180 ドル以上 / 人　ポリオプ
ラス 30 ドル以上 / 人目標
　今年度は、米山奨学生としてマレーシア出身女性の福井大学生
ロー・ルイ・シャンさんを受け入れます。又、寄付目標は 24、
000 円以上 / 人です。
※会員増強委員会
　今年度は、会員数を 70 名を目標としますが、福井あじさいＲＣ
が新会員にとってぴったり合うか、そして新会員の期待に応えら
れるよう委員会をふくめてクラブ全体で努力する。
※親睦委員会
　会員同士の親睦交流は、クラブの運営上、大変重要なことです。
それと同時に例会時でのスムーズな進行にも大きな役割を果たす
ことなので、より一層の親睦を図る。
※SAA・出席委員会・プログラム委員会
　整然としたなかでも、福井あじさいＲＣらしさである若々しさ
と楽しさのある例会の進行をして頂き、出席する会員にとって魅
力的で楽しい、そして有益な例会の企画をお願い致します。

◆今年度は、20 周年記念事業として、10 月 4 日に「手話による
パフォーマンス」　イベント。21 年 4 月 23 日 ( 金 ) に記念式典を
行いますので、皆様のご協力　をお願い申し上げます。
　新型コロナに負けずに、例会が再開した時は元気な顔を合わせ
ましょう。
　最後に、一年間宜しくお願い致します。

福澤幹也、橿尾輝之、藤岡茂樹、森陰輝夫、松本喜市、小寺邦夫、横山剛史、
田中義乃、近藤実、高嶋隆博、島村真人、中村栄子、竹内義隆、日置友純、
野原哲也、桒野幸信、朝田健一、堀川和子、光山晃　各君

橿尾輝之、藤岡茂樹、森陰輝夫、松本喜市、小寺邦夫、横山剛史、福澤幹也、
田中義乃、河合正浩、島村真人、桒野幸信、朝田健一、日置友純、　各君　


