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「 新しい種を蒔こう! 」（役に立つロータリーを目指して・・）

本日の例会　第 830 回

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　

創立:平成13年12月14日（2001年）　承認:平成14年2月27日 E-mail:info@fukuiajisai-rc.com
HP http://www.fukuiajisai-rc.com

RI会長 マーク・ダニエル・マローニー

2019-20Presidential Theme

メイクアップ

同好会

2月7日（金）

2月14日（金）

2月21日（金）

○現在会員　61名　　○出席者　 37名
○届欠席者    24名　     ○出席率 　61%

次回の例会案内

皆さん、こんにちわ!
まず本日のお客様ご紹介いたします。南RCから小島会長と鎌田幹事様です。
４月１８日に開催されます南RC創立５０周年記念講演会のご案内においで
いただきました。また本日卓話をお願いしている西行副市長の同行の福井市
総合政策課中村様、また下水道部の水上様です。本日はお客様も多いせいで
しょうか何となく活気づいているみたいで大変うれしい限りですね。

さて、先ほどコンビニに寄ったら、やはりマスクが売り切れていました。新型コロナウィルスの鎮
静化の目途が見えないので、先々の分を買い占められているのだと思いますが。そのうちマスクの
生産も追いついてくるでしょうから　必要以上の心配は無用だと思いますし、自分さえよければ
という自分勝手な考えは抑えて大人の対応をすべきだ!と家内に言ったら、私はそうは思わない、と
一蹴されました。本音と建て前(きれいごと)のバランスをしっかりとるという事でしょうかね・・・
　さて、２月は「平和と紛争予防紛争解決月間」です。人類は複雑に社会を形成しているので、個々
の自己意識の持ち方や様々な主張による競い合いや闘争も、また、自己の優位性確保の闘争も、集
団となり紛争に至ります。 　
個々の幸福を求める気持ちが、なぜかしら紛争を起こしているのが現状です。
自分だけが幸福で周囲の人が不幸だったら、本当の幸福を感じることができるでしょうか? 日本だ
けが幸福で、他国で紛争が起きているとしたら、日本は本当に幸福な国なのでしょうか? 民族的・文
化的・宗教的な違いが 紛争地域に住む 23 億 5 千万人の人々を不幸にし、2 億 5 千万人の子供たち
が紛争による極貧生活を強いられています。さて、この現状に対して私達ロータリアンは、なにを
したら良いのでしょうか・・・。
後ほど近藤委員長から再来週の国際奉仕事業の説明がありますが、こうした奉仕活動が貧困地区
の子どもたちを助け、しいては国際平和につながっていけばと思うばかりです。本日は西行副市長
の卓話「ホストタウンの取組について」お話をいただきます。皆様、よろしくお願いいたします!!

会長挨拶

写真の広場

同好会報告
あじさい旅倶楽部

○開会点鐘　１2時３０分
○ロータリーソング斉唱　「我らの生業」
○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　森永康之氏

○閉会点鐘
地方アイドルプロデュースに携わって感じた事 !

○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
○卓　話　石田達也会員
○閉会点鐘

「自己紹介」

祝!!  2月誕生日 松原会員

2月2日（日）総勢10名
能登焼き牡蠣
食べ放題ツアーに
行ってまいりました

祝!!  2月結婚記念日 小寺、近藤、島村会員

森陰輝夫（ガバナー補佐会議）
（合同地区委員会）（福井東RC）(大野RC)

朝田健一、石田達也、梅本知恵理、下家茂
末永雄樹、田中義乃、坪川俊仁、中村栄子
服部宏和、藤岡茂樹、古市恭也、水口正行

（カラオケ同好会）
近藤実、野原哲也、河合正浩、藤井誠也
横山剛史、島村真人、古市恭也、桒野幸信
末永雄樹、福澤幹也、細川直人、竹内義隆

（麻雀同好会） 福井南RC  創立５０周年記念講演会のご案内

小島会長 鎌田幹事



ロータリー財団　寄付者

米山記念奨学会　寄付者

25 名 　　38,000 円　　今年度累計　965,000 円

ニコニコ箱報告（順不同/敬称略）

19 名　21,000 円

16 名　17,000 円

12:00～12:30

18:00～18:30

　2020.2/7 
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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　918,000 円

卓　話

同好会報告
2/9（日）サロン紫陽花で楽しく対戦いたしました
夜はNOAHでカラオケと美味しい食事いただきました!!

麻雀同好会 新年会

田中義乃　　今日は西行副市長の卓話。よろしくお願いします。

松原淑裕　　福井南ＲＣの小島会長、鎌田さん、福井市役所中村さん、

　　　　　　ようこそ。

細川直人　　本日の例会は盛大ですね。理事会に出席出来ずに申し訳ござ

　　　　　　いませんでした。

山下徳太郎　やっと「寒いねー」と言う言葉ができる様になり、なぜかホット

　　　　　　してます。西行会員の卓話で、心温まりたいと思います。

朝田健一　　カラオケ同好会に参加された皆様、お疲れ様でした。楽しかっ

　　　　　　たです。

福澤幹也　　西行さんの卓話、楽しみです。

長井眞見　　今日は明治14年2月7日に福井県が誕生したのにちなんだ

　　　　　　「ふるさとの日」だそうです。仏教訓より

　　　　　　「おとせばこわれる命、だからこそこの命が尊いのです」

服部宏和　　2月4日のカラオケ同好会にご参加頂いた皆様ありがとうご

　　　　　　ざいました。お陰様で今回も大変楽しい会になりました。

佐々木一　　葬儀の際には御会葬賜り、ありがとうございました。

常山由起子　西行様の卓話楽しみにしております。

廣瀬充　　　ゲストの皆様、お越し下さいましてありがとうございます。

島村真人　　マカティＲＣへ転籍されそうなので参加しました。これから

　　　　　　もよろしくお願いします。

森陰輝夫　　お久しぶりです西行さん、今日はしっかり卓話を楽しみにし

　　　　　　てます。例会出席できるだけ多くお願いします。

藤岡茂樹　　やっと冬らしくなりましたね。

小寺邦夫　　西行さん、お忙しい中ありがとうございます。卓話よろしく！

田中隆藤　　ここ数日寒いので、身体にこたえます。

梅本知恵理　うがい、手洗いを徹底しましょう。ゲストの皆様ようこそ。

福井南ＲＣ，西行茂、河合正浩、太田貴司

中村栄子、横山剛史、日置友純、松本喜市

3月10日（火）福井フェニックスRC

西行　茂会員

「ホストタウンの取組について」
福井市がスロベニア共和国のホ
ストタウンとなったいきさつ
や、これまでの交流についてお
話します。
私は、平成29年9月に、そば食文
化や水仙の群生など本市と共通
点があるスロベニア共和国を訪
れ、オリンピック委員会などを
訪問しました。いずれの訪問先
でも、こちらの熱意を感じ取っ
ていただくことができ、１２月

には、ホストタウンとして登録されました。
その後、シモナ・レスコヴァル大使、バスケットボール連盟やパラリ
ンピック水泳チームの方々等を本市へ招聘し、事前キャンプに向け
た施設の視察やスポーツ交流等を行いました。
昨年１０月には、スロベニアにゆかりの深いバイオリニスト　牧山
純子さんのコンサートを、ふれあい公社と共催しました。コンサー
トの合間に、私と牧山さんとでスロベニアに関するトークショーを
行ったところ、来場者から「スロベニアをよく知ることができ、おも
てなししたくなった」など嬉しい感想をいただくことができまし
た。
このほか、日本郵便にご協力いただき「ホストタウンフレーム切手」
の制作や、学校給食でのスロベニア料理の提供など、スロベニア共
和国の認知度向上に努めています。
事前キャンプ実施の際には、「つるつるいっぱいのおもてなし」でメ
ダル獲得を後押ししたいと考えており、市民の皆様のご理解とご協
力をお願いいたします。

2月17日（月）福井東RC      3月12日（木）福井RC  グランユアーズフクイ
3月16日（月）福井東RC      3月23日（月）福井東RC    3月26日（木）福井西RC  護国神社
3月30日（月）福井東RC      4月2日 （木）福井RC  グランユアーズフクイ

田中義乃、松原淑裕、森陰輝夫、松本喜市、横山剛史、福澤幹也
河合正浩、田中隆藤、太田貴司、橿尾輝之、島村真人、藤岡茂樹
梅本知恵理、佐々木一、古市恭也、廣瀬充、日置友純、山下徳太郎
近藤実　各君　　

中村栄子、田中義乃、松原淑裕、森陰輝夫、松本喜市、福澤幹也
山下徳太郎、橿尾輝之、光山晃、佐々木一、藤岡茂樹、太田貴司
田中隆藤、島村真人、日置友純、梅本知恵理　各君　　

（福井市副市長）


