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2018～2019年度 福井あじさいロータリークラブテーマ

ガバナー　中川 基成

スローガンRI 第 2650 地区
2018～2019年度

『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 762 回
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RI会長　バリー・ラシン

2018-19 Presidential Theme

メイクアップ

7月27日㈮

8月3日㈮

7月19日㈭

○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
○卓話

◯閉会点鐘

○現在会員　62名　　○出席者　 45名
○届欠席者    17名　     ○出席率　 73%

皆さん、こんにちは。
　今年度のあじさいクラブの会長を命ぜられました、福澤です。ど
うぞ、よろしくお願い致します。
  今年度に入って例会２回、３回目の今日は中川ガバナーをお迎えし
ての公式訪問。
ドキドキ！ソワソワで落ち着かない状況ですが、お許しください。
　さて、何事にも打合せと根回しが必要と先輩方々からご指示があ

りました。が、今回は確かにそうだな！と、すごく反省致しました。
　会長挨拶 !!　本日クラブ懇談会の事で頭が一杯になり、渡辺会長とお会いするたびニ
コニコと何の意味のない微笑みで終わっていました。そして今！会長挨拶で話そうと考
えていた話題が、先の渡辺会長からの挨拶で次々と消えていってしまった訳です。しまっ
た！と、反省するばかりです。
　さあ、困りました。と言うわけで、我があじさいクラブのことについて少々お話しさ
せて頂こうと思っています。
　今年のテーマにつきましては、『集いて学び　集いて奉仕　ロータリーを楽しもう』と
させて頂きました。ロータリーは、楽しむものだと感じています。
  財団や奉仕活動、学ぶべきものが沢山あります。入会して１年２年３年･･･、分からな
いまま年を重ねるなら、皆とワイワイ ! ガヤガヤ !! 楽しみながら、ロータリーを知って
いくのも遅くないと感じています。入会して間もないから分からない ! では無く、あれ
をしたい ! やりたい ! と言ってくれるようなクラブにしたいと思っています。
  そして今年度の終わりには、ロータリーを語れるメンバーが多くなり、楽しかった ! と
言って頂ける様に頑張りたいです。
　互いに、あじさいロータリーを高め合うクラブにしていけたらと感じています。
　諸先輩の方々の前でのご挨拶、失礼致しました。
　本日の中川ガバナー公式訪問福井クラブ合同例会、よろしくお願い致します。　　

2018-2019 中川基成ガバナー 
 福井RC、福井あじさいRC合同公式訪問例会

中川基成ガバナーアドレス

中川基成ガバナーご入場 福澤会長入場

福澤会長挨拶 当クラブのバナー贈呈

Ｅクラブ　宮田耕輔会員
「ロータリーＥクラブについて」

大島友治（ＲＹＬＡ委員会）
森陰輝夫（福井東 RC）
服部宏和（クラブ職業奉仕研修会）

○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
○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
○クラブフォーラム
　会員増強委員会
○閉会点鐘

8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

43 名 　　66,000 円　　今年度累計　141,000 円

ニコニコ箱報告 （順不同/敬称略）

17 名　18,000 円

15 名　20,000 円

12:00～12:30

18:00～18:30

　2018.7/19
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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　120,235 円

8月3日（金） 福井西RC 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

渡邉義信　　あじさいロータリークラブ様と合同公式訪問を迎えれて光栄です。
福澤幹也　　中川ガバナー、岩井幹事長、福井RCの皆様、本日はありがとうござい
　　　　　　ます。よろしくお願い致します。
朝田健一　　中川ガバナー、森陰ガバナー補佐、岩井幹事長、本日はよろしくお願
　　　　　　いします。
長井眞見　　中川ガバナー公式訪問、ご苦労様です。
横山剛史　　中川ガバナー、本日はよろしくお願いします。福井RCの皆様お世話
　　　　　　になります。
廣瀬充　　　中川ガバナー公式訪問合同例会を祝して。
近藤実　　　中川ガバナー御一行様、ようこそいらっしゃいました！！
松本喜市　　中川ガバナーのご来福、心から歓迎いたします。
服部宏和　　福井ロータリークラブさんと合同のガバナー公式訪問に参加できて
　　　　　　嬉しいです。中川基成ガバナーようこそお越しいただきました。
　　　　　　本日はよろしくお願い致します。
常山由起子　本日は宜しくお願い致します。
光山晃　　　中川基成ガバナーをお迎えして、暑い中ようこそおいで下さい
　　　　　　ました。
南伊津美　　福井RCの皆様、今期もよろしくお願いします。
細川直人　　ガバナー公式訪問合同例会、よろしくお願いします。
加藤達夫　　合同例会に！！
松塚泰孝　　暑さに負けず！！
佐々木一　　毎日会社、自宅の草刈りがやっと終わりました。熱中症、顔真っ黒
　　　　　　です。
梅本知恵理　今日という日に感謝。
下家茂　　　福井ロータリークラブ会員の皆様に感謝！
尾川輝幸　　中川ガバナーよろしくお願いします。
橿尾輝之　　ガバナーをお迎えして。
山下徳太郎　中川ガバナーをお迎えしての公式訪問、楽しみにしていました。
今野義隆　　中川ガバナーようこそ。福井RCの皆様、本日はよろしくお願い
　　　　　　いたします。
島村真人　　毎日良い天気が続いています。太陽の恵みに感謝。
前田和寛　　久しぶりにお会いする方もおられ、今日は宜しくお願いします。
藤岡茂樹　　中川ガバナー様、福井RCの皆様、本日はよろしくお願いします。
大島友治　　中川ガバナー、よろしくお願いします。
田中義乃　　本日はよろしくお願いします。
小寺邦夫　　福井RCの皆様、本日はお世話になります。
末永雄樹　　本日はどうぞよろしくお願い致します。
堀川和子　　ようこそ中川ガバナー。
中川基成、森陰輝夫、岩井常二、水口正行、武田幸夫、増田浩三、坪川俊仁、
藤井誠也、辻川貴宏、太田貴司、松原淑裕、古市恭也、麻雀同好会

本日の熱いお出迎えと歓迎に感謝します。
アドレスに先立ち西日本豪雨で被災された方々にお見
舞い申し上げます。２６５０地区として何か支援出来
ないかと考えております。その節にはご協力いただき
ますようお願いします。

（ＲＩの考え方：インスピレーションになろう）
インスピレーションの語源はインスパイアです。インスパイアは「鼓舞す
る」「人の心に火をつける」「勇気づける」等とても積極的な言葉です。さらに
いえばインスパイの語源はスピリッツ「心」です。“インスピレーションにな
ろう”は社会の意欲を喚起できるような人、ロータリアン、クラブであって
ほしいという精神性、魂に踏み込んだスローガンです。その背景には先進国
でのロータリーの衰退があります。ロータリアン個人の問題、ロータリーと
地域との関りを今一度見直したいという原点に帰る狙いがあります。
　（地区の考え方：ロータリーを学び、実践し、発信しよう；Enjoy Rotary）
学び－ロータリーの全てのプログラムはお互いが人生を学び合う場です。
是非その学びを会社や地域に生かしてください。
実践－学んだことを進んで行う、奉仕を行うことです。「超我の奉仕」という
のは自分を超えた、即ち自分一人ではできない奉仕です。ロータリーは仲間
と一緒に奉仕をします。ロータリーだから出来る奉仕なのです。
発信－日本人は努力や奉仕などは陰ながら行う事で、言葉にすべきではな
いという美徳があります。しかしながらロータリーの使命、理念を是非社会
に広げていってほしい。ロータリアン自身がロータリーなんだという誇り
を持って発信していただきたいと思います。
　ロータリアンはロータリーという大きな一つの器の中で皆が一緒にやっ
ています。自分の中で持続可能な変化を生み出し、手を取り合って共に行動
しましょう。
　福井、福井あじさい両クラブは常に中身の濃い活動をされ、とても活発な
印象があります。ぜひとも２６５０地区を引っ張っていただきたいと思い
ます。

中川ガバナーアドレス要旨

中川ガバナーお出迎え

小寺邦夫、福澤幹也、朝田健一、松本喜市、太田貴司、末永雄樹
田中義乃、島村真人、佐々木一、松塚泰孝、梅本知恵理、下家茂
尾川輝幸、南伊津美、松原淑裕、堀川和子、坪川俊仁　各君

松塚泰孝、福澤幹也、朝田健一、松本喜市、小寺邦夫、下家茂
末永雄樹、坪川俊仁、島村真人、太田貴司、梅本知恵理、尾川輝幸
南伊津美、佐々木一、田中義乃　各君


