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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』

野原会員
ポールハリスフェロー授与

福澤会長、朝田幹事、山下会員
米山功労賞　授与

こんにちは
　本日のお客様をご紹介させて頂きます。
　卓話をお願いしております、全国指名手配の福田和子を福井市内で捕らえ
た前福井県警察の刑事で、現在福邦銀行コンプライアンス統括部顧問の飛田
善輝様
　京都洛中ロータリークラブで我が宗派の浄土宗西山禅林寺派管長の久我儼
昭様です。
　ようこそお出でくださいました。何か、本日は緊張しますね。

　さて、以前からお知らせしていた財団補助金を使っての青少年奉仕事業『幼児の安心安全の会』
が去る 11月 6日にフェニックスプラザ大ホールで開催致しました。
　福井市内の私立幼稚園・認定こども園・私立保育園と一般親子の約 900名が参加してくださり、
短い時間でしたが子どもも保育者も大変喜んでくださいました。
　変な大人に近寄らない！怖いことがあったら大声で叫ぶ !! などを約束し、今作成中の子ども駆
け込みどころのステッカーに入れるロータリーマークを覚えて、困ったら駆け込む事を伝えまし
た。
　去る 11月 10日 ( 土 ) の IM５組の会長会でも、ガバナーや地区役員・各クラブの会長の前で
披露し、ロータリアンの事業所に貼って頂きたい旨をお伝えしました。
　福井に生きる子ども達は、福井の宝！みんなで見守り、安心なまちづくりをお願いしたいと切
に願っています。
　大変残念なことに、11月 6日はカニの解禁日に当たってしまい報道関係が来ませんでしたが、
今後は幹事・委員長と共にステッカーを持参し警察や愛護センター・報道関係などにアピールし
ていこうと考えています。
　早朝からのお手伝いなど、各会員みなさんにはお世話を頂き感謝をしています。ありがとうご
ざいました。
　もう一つ 11月 3日 ( 土 ) に、丸岡ロータリークラブの 40周年記念式典と宴の席があり
会長のみのご招待でしたので、私一人で行って参りました。
　40周年記念事業として、坂井市内の高校生 10名をタイに派遣し育児放棄などで親に捨てられ
た子ども達が生活する更正施設を訪問し一緒に日本料理を作ったり日本文化を紹介する｢タイス
タディツアー｣の紹介が有り、和やかな式典でした。
　我がクラブも、1月下旬に国際奉仕近藤委員長を頭に約 20名の会員がタイへ行きます。
　子ども達に、サッカーボールやサンダルを渡して遊びを深めるものにしていきたいと考えてい
ます。
　今回は、水口副委員長のお計らいでスリウォンRCとの友好締結の準備も進めております。良
いご報告と、今後につなげる活動にしていきたいと考えています。
　皆様のご支援ご支持、よろしくお願いします。

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 776 回
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RI会長　バリー・ラシン

2018-19 Presidential Theme

メイクアップ

同好会

写真の広場

11月30日㈮

12月7日㈮

11月16日㈮
○現在会員　61名　　○出席者　 28名
○届欠席者    33名　     ○出席率　 46%

○開会点鐘　１2 時３０分
○国家斉唱
○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

○閉会点鐘

前田和寛（福井西RC）
大島友治（地区青少年育成委員会）
森陰輝夫、福澤幹也（会長会議）
中澤秀徳、島村真人（新会員セミナー）
福澤幹也、藤岡茂樹、服部宏和、橿尾輝之、小寺邦夫
前田和寛、松本喜市、森陰輝夫、長井眞見、大島友治
島村真人、末永雄樹、田中義乃、山下徳太郎（ＩＭ）

近藤実、稲津敬史、辻川貴宏、藤井誠也、島村真人
竹内義隆（麻雀同好会）
中村栄子、松本喜市、服部宏和、藤岡茂樹、松原淑裕
藤井誠也、山下徳太郎、前田和寛、近藤実、梅本知恵理
細川直人、坪川俊仁（カラオケ同好会）

小谷郁代様福井市総務部未来づくり推進局
女性活躍促進課　課長

「女性活躍と働き方改革」　

○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
○総　会
○卓話
○閉会点鐘

12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

22 名 　　28,000 円　　今年度累計　611,000 円

ニコニコ箱報告 （順不同/敬称略）

10 名　18,000 円

8名　16,000 円

12:00～12:30

18:00～18:30
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クラブ会報委員長/ 稲津敬史　　副委員長/ 増田浩三　　高嶋隆博

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　527,035 円
献金人率    　          79%

ゲスト卓話

12月18日（火）福井フェニックスRC

12月5日(水)福井北RC　12月14日（金）福井西RC
12月17日（月）福井東RC　12月18日（火）福井南RC　12月19日（水）福井北RC
12月20日（木）福井RC

「刑事人生」　　飛田善輝様
福田和子事件逮捕の
きっかけは、テレビに
よる情報提供でした。
当時 5～ 10 件情報提供
があり捜査員 9人で確
認していました。福井
駅前北通りの居酒屋か
ら福田和子に似た人が
お客で来るという情報で、お店に協力をしてもらいビール瓶の提供
を受け指紋採取を行い警察本部で鑑定したところ、福田和子の指紋
に一致。居酒屋に 10 人程の刑事が行き、店の周りを固め配置につき
ました。午後 3時ごろ福田和子が 1人で店を出て観音町方面に歩い
ていき踏切で遮断機が下りて列車の通過を待っている時に「福田和
子に似ているので話を聞きたい」と声をかけました。福井署に到着
してから婦警立会いのもと取り調べが始まりました。確認の為指紋
の採取をするよう指示がありましたが、2時間たっても福田和子は認
めず指紋も出しませんでした。任意同行中である事から条件を出す
と、ホテル前の公衆電話前で待ち合わせをしているので最後に会わ
せて欲しい、その場所に連れて行ってくれたら協力するというので
上司と掛け合い条件を飲み、福田和子を車に乗せ待ち合わせ場所へ
と向かいましたが、人はおらず署に戻りました。それから素直に指
紋採取に応じました。本部鑑識署員が福井署で鑑定し合致、逮捕と
なりました。

久我儼昭　　福澤会長お身体にご留意され、益々のご活躍を。
福澤幹也　　京都洛中ＲＣ久我様、我が永観堂の管長様です。ようこそ
　　　　　　お出で下さいました。本日の卓話飛田様、よろしくお願い
　　　　　　致します。
朝田健一　　飛田善輝様、本日の卓話よろしくお願いします。藤岡さん、
　　　　　　ＩＭ時の皆様のお守りをありがとうございました (笑 )
田中隆藤　　秋作業、一段落しました。
野原哲也　　ダイエット 93キロ→90キロ→87キロへ。目標今年中に
　　　　　　85キロ。
山下徳太郎　昨夜ヤスブンのボージョレヌーボの会でワインと美人に
　　　　　　ダブルで酔ってしまいました。飛田様の卓話を楽しみにし
　　　　　　ています。
中澤秀徳　　先日のフェニックスプラザでの会ではお世話になりました。
　　　　　　ありがとうございました。
前田和寛　　飛田様、卓話に来て下さりありがとうございます。
細川直人　　11月 27日の異業種同好会へのご参加、ご紹介よろしく
　　　　　　お願いします。
武田幸夫　　明日、一年振りに孫に会います！楽しみです！
　　　　　　覚えてるかなぁ・・
光山晃　　　20代の頃、カナダでお世話になった日系カナダ人で当時の
　　　　　　社長が秋の叙勲で旭日小綬章を受章しました。また歯科医
　　　　　　で同期の友も受賞しました。喜ばしく嬉しく思いました。
橿尾輝之　　寒くなってきました。体調に気を付けましょう。
廣瀬充　　　今日出席者が少なく、出さないと目立つから。
末永雄樹　　来たる 12月 21日（金）細川会員のイルスイートにて、
　　　　　　クリスマス例会開催です。みなさま必ず必ず必ずご参加
　　　　　　下さい。よろしくお願いします！末永く
島村真人　　今日も元気に参加出来ました。出席率ＵＰに向けて頑張り
　　　　　　ます。
稲津敬史　　最近負けが続いてます。
藤岡茂樹　　インフルエンザワクチン品薄のクリニックが出始めました。
　　　　　　早めの予防接種をお勧めします（薬局では打てません）
南伊津美　　結婚してませんが、先日お米が送られてきました。
　　　　　　ありがとうございます。
横山剛史　　感謝！
堀川和子　　久我様ようこそ。飛田様ようこそ。
田中義乃、麻雀同好会

福澤幹也、朝田健一、橿尾輝之、藤岡茂樹、田中義乃、野原哲也
中村栄子、南伊津美、島村真人、田中隆藤　各君

福澤幹也、朝田健一、島村真人、南伊津美、前田和寛、田中隆藤
田中義乃、藤岡茂樹　各君

福井しあわせ元気国体「卓球バレー競技」ボランティア

当クラブより参加の会員様　大変お疲れ様でした!!


