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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
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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
　本日のお客様をご紹介させて頂きます。
　お隣の石川県金沢西ロータリークラブからメーキャップでお出で頂きまし
た、JR西日本旅客鉄道(株)金沢支社長の前田洋明様です。ようこそお出でくだ
さいました。
　どうぞ我がクラブの例会を、楽しんでいって頂けたらと思っております。
　間もなく、待ちに待った？！方もおられるかもですが、10連休が始まりま

す。
　教育界にいる我々には、春・夏・冬休みの長期休暇期間中、預かり保育に参加する子ども達以外は
お休みとなりますが、役所が動いている間は毎日仕事となりその経験はあります。ですが今回の10
連休中は、役所・銀行・病院等が全て休みとなる様で、そんな休暇を過ごした事が無く今から一寸不
安です。
　今日お出でくださった前田様にとっては、大変忙しくなる連休ですね。お察し申し上げます。
我々も利用させて頂くかも知れません。安心安全で快適な旅客事業、頑張ってください。
　さて先日我がクラブチャーターメンバーの宮崎憲太郎会員の訃報に接し、先程皆さんと黙祷を
お願いしました。悲しいですね。まだ６２歳の若さで、この世を去りました。
　お医者様という職業は、人の生命力を信じ病気を発見予防し治癒させるお仕事だと思っていま
した。時に私が受診する度に、大きな病を患わせる事になるから"やせろ！やせろ!"と、仰いました。
守って頑張って体重維持に努めましたが、後押ししてくださった貴方が先に逝ってどうするの?と
思います。患者の健康を最優先にし、ご自身のお体は最後に回された宮崎さん。今は、感謝の気持ち
で一杯です。園の子ども達も大変お世話になりました。どうぞ安らかにお眠りください。また、どこ
かでお目にかかりたいですね。
　もうお一方、近藤会員のお母様の訃報も伺っております。今晩お通夜、明日葬儀です。　親睦委員
の皆さんには、続きますがよろしくお願いいたします。
　尚今晩の通夜式は、福井西ロータリークラブ４０周年行事に参加するため、私は明日の葬儀式に
参列します。
  悲しいご挨拶となってしまいましたが、次回は明るい話題にしたいと思っています。
  連休中遠出をなさる皆さんも居られると思いますが、気を付けて行ってらっしゃい! 
  私は、法事があるのと･･･ワンコとお留守番です。

前回の例会報告

会長挨拶

次回の例会案内
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2018-19 Presidential Theme

メイクアップ

同好会

5月10日（金）

4月26日（金）

5月17日㈮

○現在会員　60名　　○出席者　 35名
○届欠席者     25名　     ○出席率　58%

卓　　話

○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

○閉会点鐘

○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
○閉会点鐘

5月誕生日、結婚記念日の祝い

森陰輝夫（福井西ＲＣ）（福井南ＲＣ）
福澤幹也（福井西ＲＣ）

稲津敬史、古市恭也、藤井誠也、横山剛史
辻川貴宏、福澤幹也、野原哲也、山本英樹
竹内義隆（麻雀同好会）

福井県護国神社宮司　宮川貴文様
「御代替わりについて」

田中義乃会員　　「次年度クラブ方針」



ロータリー財団　寄付者

米山記念奨学会　寄付者

28 名 　　34,524 円　　今年度累計　1,220,524 円

ニコニコ箱報告 （順不同/敬称略）

14 名　15,000 円

9 名　10,000 円

12:00～12:30

18:00～18:30
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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

献金人率    　                80%

5月21日（火）福井南RC

前年度累計　1,074,400 円

前田洋明　　初めまして、ＪＲ西日本の前田です。よろしくお願いします。
　　　　　　福井出身です。
　　　　　　ご縁にてニコニコへ。
福澤幹也　　宮﨑会員の訃報に接し、心からお悔やみ申し上げます。
　　　　　　寂しいです。
長井眞見　　平成最後の例会を祈念して。仏教訓「口をとがらせると耳が
　　　　　　粗末になる、口より耳が大切なのに」
田中義乃　　お陰様で大変お世話になり、ありがとうございました。
増田浩三　　宮﨑さんありがとうございました。
辻川貴宏　　てもみやＧＷ中も全店営業中です。よろしくお願いします。
南伊津美　　令和の初日、5月1日にワンコ服のお店をオープンします！
　　　　　　福井はもちろん北陸ではウチでしか買えないブランドばかり
　　　　　　を揃えました。ワンコを飼ってる方も飼ってない方も、買いに
　　　　　　来て下さいネ。
横山剛史　　感謝。
藤井誠也　　今日はよろしくお願いします。
今田武　　　いよいよ連休です。釣りに行きましょう。
廣瀬充　　　早退します。すみません。
藤岡茂樹　　今朝は早起きしてタケノコ掘りに行って来ました。次は薬剤
　　　　　　師狩りに行きたいです。紹介よろしくお願いします。
末永雄樹　　6月16日家族旅行まだ空きがございまーす。よろしくお願い
　　　　　　致します。
山下徳太郎　最近火事が多いので、火の取り扱いには気を付けて下さい。
　　　　　　また田中会員の卓話を楽しみにしています。
森陰輝夫　　連休は息子（側）の孫、娘（側）の孫それぞれに奉仕活動します。
桒野幸信　　先日細川会員の新店舗「にくにはにくの」に行って来ました。
　　　　　　美味しかったので皆様も是非！！
下家茂　　　気温の変化で身体がかなり乱れています。
小寺邦夫　　今日は平成最後の例会ですね！「令和」が平和な時代となり
　　　　　　ますように！
細川直人　　こんにちは。
野原哲也　　29日護国神社で泣き相撲があります。湊川親方と力士3人来
　　　　　　ます。
堀川和子　　無事当選させていただきました。これも皆様のお陰と本人
　　　　　　共々深く感謝しております。本当に皆様ありがとうございま
　　　　　　した。
佐々木一、松原淑裕、太田宏史、高嶋隆博、太田貴司、今野義隆、中村栄子

福澤幹也、森陰輝夫、南伊津美、太田貴司、太田宏史、桒野幸信
田中義乃、松原淑裕、山下徳太郎　各君

小寺邦夫、福澤幹也、森陰輝夫、下家茂、南伊津美、松原淑裕、廣瀬充
太田宏史、中村栄子、太田貴司、田中義乃、橿尾輝之、桒野幸信
野原哲也　各君

① 2019-2020　RIテーマ　
●国際ロータリー会長　マーク・ダニエル・マローニ―氏
　(米国　アラバマ州)

『ロータリーは世界をつなぐ』 ROTARY CONNECT THE WORLD
ロータリーでの体験の中核は「つながり」。それがあるからこそ私
たちはロータリーに入会し、ロータリーにとどまる。ロータリー
を成長させるのも「つながり」にあります。
時代の変化の中で持続可能な良い変化を生むために改革は必要。
2016年の規定審議会でクラブの自主性と柔軟性が強調されたが
変えてはいけないものが「中核的価値観」
・親睦・高潔性・多様性・奉仕・リーダーシップ　柔軟性はあくまで
も中核的価値観の範囲内で許される。

②　2650地区運営方針　テーマ
● 2650地区ガバナー　佐竹力總(りきふさ)氏
　京都RC  美濃吉(日本料理)

『伝統と革新』世界はひとつ
奈良・京都・滋賀・京都　世界に誇る歴史と伝統に培われた4府県
で96クラブ、4,700名
グローバル化の時代、私たちはその変化に適応していかなければ
ならない。
滞る事無く組織を発展させ、次世代を見据え、準備を怠る事無く、
激しい時代の流れに飲み込まれる事無く、このロータリークラブ
を守り育てなくてはなりません。 
伝統とは守るだけではなく、常に新しい挑戦を続けなければ前に
進めません。
革新なければ　新しい世代に希望をつなぐことはできないのです。

③　あじさいRC テーマ
『新しい種を蒔こう! 』
我が「あじさいロータリークラブ」は来年２０周年を迎えます。
歴代会長はじめ多くの先輩方の努力に対して敬意を表するところ
です。
佐竹ガバナーエレクトは「伝統と革新」を地区テーマとしたが、
あじさいロータリークラブもまさしく悪戦苦闘の中で２０年の
伝統を築いてきた。あじさいロータリーの伝統とは、まさに革新の
連続であったに違いない。革新は伝統を変えるものではない。
伝統を肯定しつつも常に状況に適応して「より良きロータリー」を
模索し革新を続けることがロータリーの伝統を守る事である。　
新たなる革新を求めていくために、あじさいロータリークラブの
テーマを「新しい種を蒔こう!」とさせていただきます。新しい種と
はどんな種か? どのように育てていくのか?いつ花が咲きどのよう
な実を結ぶのか?　それは今年か来年かそれとも３年後か?
新しい種は小さいけれども、みんなで肥しをやり、光を当てて風を
送って、楽しみながら美しい花が咲き大きな実がなることを信じ
て活動してまいりたいと思います。　よろしくお願いいたします。


