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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
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『集いて学び   集いて奉仕   ロータリーを楽しもう』

こんにちは
先週の福井南クラブとの合同夜間例会には、多数のご参加を頂きありがとうございました。
いつもの例会場所を代えてお迎えしましたが、和やかな雰囲気で進めることができ又楽し
い一時を過ごせました。親睦委員長をはじめ親睦委員各位には、御礼申し上げます。
　今年で３回目になる南クラブとの合同例会、次年度は参加させて頂く方になりますが、
市内クラブとの親睦を深める良い機会になります。来年３月には、福井フェニックスクラ
ブとの合同例会もあります。皆さんで、大いに盛り上げていきましょう。ご参加をお願い
します。

　さて、今年度の事業を計画しています青少年奉仕事業『幼児の安心安全の会』、財団補助金を頂いて来る 11月 6
日 ( 火 ) に福井フェニックスプラザ大ホールで開催します。
　福井市内の幼稚園・保育所・認定こども園の子ども達を招待し、道路を歩く時や公園で遊んでいる時のお約束やルー
ルを伝えていこうと思っています。
　小学校区の駆け込みどころのステッカーがある様に、ロータリークラブとしての可愛いステッカーを作成中でロー
タリアン皆様の事業所に貼って頂き、子ども達を見守る活動にも協力していきたいと思っています。〝トイレ貸して !
″〝変なおっちゃんがついて来る″など、不審者対応にも応じて頂き、優しく保護して頂くものです。
　福井に生きる子ども達は、私達みんなの大切な宝です。ご協力ください。
　そんな無邪気で元気の良い子ども達に、ロータリークラブから演劇のプレゼントもご用意しました。劇団では、一
流と言われる飛行船の『３びきのこぶた』のおはなし。
　お陰様で今現在、約 1,000 名の園児がお越しになります。ですが、もっとお呼びしたいので、皆さんのお近くの
保育所や認定こども園で園バスがある園に、是非お声を掛けて頂きたいと思っています。皆様のお子様やお孫さんの
ご参加も大歓迎です。
　ロータリーが子ども達に感動を与える !、充実した一日にしたいと思っています。
皆様のご協力をお願いします

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 774 回
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メイクアップ

同好会

情報集会発表

11月2日㈮

11月16日㈮

10月26日㈮
○現在会員　61名　　○出席者　 35名
○届欠席者    26名　     ○出席率　 57%

○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
○クラブフォーラム　
　ロータリー財団委員会
○閉会点鐘

○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
○卓話　橋本有加里様
　「スカイダイビング世界記録保持者」
○閉会点鐘

11月誕生日、結婚記念日の祝い

第1班    平成30年9月25日（火）   場所　粟樹楼    発表者　古市　恭也

第1班は、「4つのテスト」に照らし合わせてみると、「好意と友情を深める」、「みんなのためになるかどうか」で福井あじさいRCに反
映させる事ができる。
まずは例会に出席して、奉仕活動を通じて「好意と友情を深める」、更には知り合いを広げ、出会いを大切にする事。もう一つが普段
の職業奉仕によって「みんなのためになるかどうか」を常に考え、我々に置き換えると、地域のお客様、患者様の為になるかどうか。
社会に必要とされる奉仕活動の実践の場である事を意識しなければならない。
坪川さん　仕事を通じて奉仕すること・・・職業奉仕に反映。
松本さん　仕事はお互いのつながりの問題。言えない事を相手が言ってくれる。
坪川さん　理想と現実は・・・。
野原さん　出会いがうれしい、楽しい。ロータリアンから言われる。
坪川さん　人の輪（知り合い）を広げる事が大事。
長井さん　出会い、親睦を深めれば、もっと楽しめる。
　　　　　奉仕と友情が大事。
　　　　　皆様と出会うことが奇跡→出席する事が大事。
坪川さん　「好意と友情を深める」ことにより、あじさいRCがよくなる。
堀川さん　「4つのテスト」は人生の中に全てあてはまる。
　　　　　出会えない人に出会う事ができる。
　　　　　理念を通じて皆が友情を深める事ができる。言える事が言える場である。例えば紹介者2人がいなくても、ロータリーク
ラブ内に尊敬できる人がいる事は幸せ。
坪川さん　ロータリークラブ内の尊敬できる人と公平に（対等に）付き合える事が非常に有意義である。
古市さん　ロータリーは職業奉仕である。
金もうけではない。社会で必要とされる奉仕活動の実践の場である。
すなわち「みんなのためになるかどうか」
奉仕活動はみんなでやる事に意義があり、福井県民のために大きく還元できる。
坪川さん　自らの職業に置き換えて、患者のためになるかどうかを意識する。
　　　　　ロータリーの精神が対象者に反映している。
朝田　　　知り合いを広める事が大事。
福澤さん　新しい友達を作る事がロータリーの醍醐味。
　　　　　ロータリーは人生の修行の場である。
　　　　　ロータリアンは仕事で困った時に助け合っている。
　　　　　ロータリーは小さな力を大きな力に変えて、なおかつ笑顔に変える力がある。
坪川さん　ロータリーの職業観だけで奉仕活動ができる。よって1つの素晴らしい事業ができるのではないか。
下家さん　ロータリーは終わりなき旅であり、ロータリアン同士やロータリーを通じて出会える人は、好意と友情が芽生える。
　　　　　いろいろな人と出会える事がロータリーの醍醐味。

テーマ   「ロータリークラブの目的・理念を福井あじさいRCにどう反映させるのか」

森陰輝夫（福井フェニックスＲＣ）

近藤実、福澤幹也、藤井誠也、辻川貴宏
島村真人、竹内義隆（麻雀同好会）



ロータリー財団　寄付者

米山記念奨学会　寄付者

24 名 　　22,000 円　　今年度累計　545,000 円

ニコニコ箱報告 （順不同/敬称略）

14 名　15,000 円

11 名　15,000 円

12:00～12:30

18:00～18:30

　2018.10/26
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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）

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　475,035 円
献金人率    　           69%

10月25日（木）・11月15日（木）・11月29日（木）福井水仙RC

小寺邦夫、福澤幹也、朝田健一、森陰輝夫、松本喜市、下家茂
太田貴司、加藤達夫、太田宏史、田中義乃、廣瀬充、島村真人
松原淑裕、中村栄子　各君

松塚泰孝、福澤幹也、朝田健一、森陰輝夫、松本喜市、太田宏史
田中義乃、島村真人、常山由起子、太田貴司、松原淑裕　各君　

第2班　平成30年9月27日（木）　場所　キルトハウス 　発表者　松塚 泰孝
　　
　「自己の向上が、クラブを高めることにつながるんです」
「高潔と品位を、職業でどう高めていくのかを考えています」
「異業種との交流親睦で、人に優しくなれました」
「ロータリーには、ステイタスを感じる」
「縁でつながった、出会いを大切にしたい」
「入りて学び、出でて奉仕」
「先輩方の、お昼の会話は全ては学びに通じている」
「皆に会いたくて、来ちゃいました」
「ロータリーは、生きるうえで必要な全てを網羅している」
「命ある限りロータリアンでいたい」
【まとめ】
ロータリーの理念目的に対する、個人の実践そして個人の発展が、福井あじさいロータ
リークラブの反映につながるという事を感じました。

第3班　平成30年9月6日（木）　場所　ブシェリ片町　 発表者　末永 雄樹

第4班　平成30年9月28日（金）　場所　焼肉春来　 発表者　廣瀬 充

第5班　平成30年10月4日（木）　場所　 ハング アウト ハングリーズ　 発表者　服部 宏和

ロータリアンとは選ばれし者
皆が同じ立場で活動でき、仕事以外での出会いがあり異業種の方々と出逢える素晴らし
い団体である。
その素晴らしさを新会員さん・会員候補の方に伝えることが、ロータリークラブ・福井あ
じさいＲＣの繁栄につながる。

●　まずは理念の周知が大事ということで、ロータリーの基本理念・目的を
　　あじさいの会報、ホームページに落とし込み会員の目にふれるようにする
●　毎週の例会の会員同士の雑談の中でロータリーについて話し合うことが大事
●　毎回の例会にお金をかけるくらいならば、そのお金を奉仕活動に使おう
●　お金を出すだけでなく会員が汗をかかなければ奉仕とはいえない
●　名を伏せて、ＰＲせずに行うのが本当の奉仕

職業奉仕委員会 服部 宏和 委員長

ロータリークラブ手帳に記載されている「ロータリーの目的」を基に話し合いをしました。
目的第１に関しては、ロータリーの外に対しては、会員増強、同好会でいえば異業種交流会
同好会により知り合いを広めること、ロータリーの中に対しては、第一には毎週の例会に
できる限り出席して会員相互間の仲を深めることが重要ではないか、同第２、３に関して
は、会員一人一人が職業倫理向上の意識をもって日々、各自の職業を行っていくことが重
要ではないか、同第４に関しては、国際理解、親善、平和と言っても実際に現地（海外）に行
ってみないとわからないこともある、これらを理解するため国際奉仕事業に参加し実際
に現地に行ってみることも重要なのではないか等の意見が出ました。大変難しいテーマ
でしたが、参加された会員の方は活発に意見を述べていただき大変充実した有意義な時間
が持てました。

まずロータリーの標語を確認させてください。ロータリーの第一の標
語は、「超我の奉仕（Service Above Self）」です。この標語はどちら
かというと人道的奉仕、社会奉仕の意味合いが強い標語です。他方、第
二の標語は、「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる（ One 
Profits Most Who Serves Best）」です。こちらの標語は、職業奉
仕の精神を表している標語と言われております。職業奉仕の精神、事
業および専門職務の道徳水準を高めるためには、「四つのテスト」が有
益です。この四つのテストについては、従業員にも理解し実践できる
行動基準として作成されているとのことですので、会員の皆様だけで
はなく皆様の会社の従業員の方にも周知していただけるとよいので
はないかと思います。ロータリアンの行動指針となるものとしてその
他に「ロータリアンの行動規範（４項目）」というものがあります。これ
についてはロータリークラブ手帳には載っていないので来年度以降
は載せていただくとよいのではないかと思っています。

クラブフォーラム

福澤幹也　　本日もよろしくお願いします。
朝田健一　　先週の福井南ロータリークラブの夜間合同例会に参
　　　　　　加頂きました皆様、大変お疲れ様でした。特に末永委
　　　　　　員長と島村さん、しつらえをありがとうございました。
森陰輝夫　　先日の土曜日に3才の孫を連れて恐竜博物館に行って
　　　　　　来ました。嬉しそうな孫の顔を見て癒されました。
長井眞見　　昨晩は満月が大変美しかったです。仏教訓より「目を
　　　　　　あけて眠っている人」私もそのひとり。
古市恭也　　経産省のおもてなし認証で金賞を受賞しました。福澤
　　　　　　会長、会報にて報告いただきありがとうございました。
松原淑裕　　早退します。
末永雄樹　　先日は合同例会に参加された皆様、どうもありがとう
　　　　　　ございました。次はクリスマス例会です。どうぞよろ
　　　　　　しくお願い致します。
島村真人　　メーキャップ強化月間です。出席日数を稼ぐため頑張
　　　　　　りますのでお誘い下さい。
藤岡茂樹　　今年の健康診断もほぼセーフでした。一年気持ち良く
　　　　　　過ごせます。皆さん健康診断受けていますか？
小寺邦夫　　只今当店は「ハロウィンフェアー」開催中です。早退し
　　　　　　ます。悪しからず。
今田武　　　そろそろこの辺も紅葉が始まりますかね。
太田貴司　　本日の卓話、よろしくお願いします。
下家茂　　　本年もほぼ2か月です。
松本喜市　　ようやく寒暖の差がはっきりしてきましたね！！
　　　　　　健康に留意しましょう。
服部宏和　　本日は職業奉仕委員会のクラブフォーラム、よろしく
　　　　　　お願いいたします。
松塚泰孝　　インフルエンザ予防要注意です。
高嶋隆博　　皆さんお久しぶりです。ずっと例会参加出来なくて
　　　　　　すみません。
堀川和子　　息子がヘッドハンティングされました。そんな時代
　　　　　　なんですネェ～。
太田宏史、中村栄子、田中義乃、水口正行、竹内義隆、武田幸夫

11月9日 （金）福井西RC　11月12日（月）  福井東RC
11月13日（火）福井南RC　11月27日（火）福井南RC　12月5日(水)福井北RC
12月14日（金）福井西RC　12月19日（水）福井北RC　12月20日（木）福井RC


