
会報　2018.6.22　　757号

: 福井あじさいロータリークラブ 「愛着と誇り」
国際ロータリー第2650地区

会長 /横山 剛史　　　会長エレクト /福澤 幹也　　　副会長 /田中義乃　　　幹事 /廣瀬 充　　　副幹事 /朝田健一

2017～2018年度 福井あじさいロータリークラブテーマ

「奉仕を考慮・実行し親睦を深める」
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前回の例会報告

皆様こんにちは。
本日は各 RC次年度会長・幹事の皆様が報道機関への表敬訪問の後、福井あ
じさい RC例会にお越しいただきありがとうございます。
当クラブが表敬訪問の幹事をさせて頂き、表敬訪問の後は幹事クラブの例会
に伺うのが通例だということで、本日お越しいただきました。
　昨年は福井フェニクス RCが幹事をして頂きました。福井フェニクス RC
の例会は夜例会でしたので伺うことはなかったのですが、早いものでもう一

年たってしまいました、このままもう何事もなく次年度に円滑に引き継ぎたいなとつくづく思っ
ております。
　昨年の今頃を思い出すと、事業計画をどのようにこなそうか、ガバナー公式訪問はどうやって
説明しようか（当クラブは福井RCさんと合同で7月中に公式訪問ですので今頃考えておりました）
補助金事業はどのくらい頂けるのかと、いろいろ考え不安でしたが、始まってしまえば、何とか
なるかなと、なるようにしかならんと、開き直って一年が過ぎてしまいました。
　私からたいしたアドバイスはできませんが、どの団体・会社も同じように、会員の皆さんのご
協力がないと何もできません。その為には、コミニケションがとても大切だと思います。
（今年度の広瀬幹事はうまく根回しをしてくれました。感謝しております）
これからいろいろ大変だとは思いますが、頑張ってください。
　今年度は、当クラブは家族旅行と最終例会を残すだけです。次年度に向けいろいろ計画を煮詰
める作業でお忙しいとは思いますが、次年度に向け最終例会で勢いをつけてタスキを渡したいと
思っておりますので、後しばらく皆様のご協力をお願いします。
　ゲストの皆様ご存知の通り我がクラブは創立 17年の若いクラブです。いろいろお気づきの点
もあるとは思いますが、次年度　各 RC皆様のご活躍を祈念しご挨拶とさせて頂きます。

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 757 回
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2017-18 Presidential Theme

○現在会員　64名　　○出席者　 32名
○届欠席者    32名　     ○出席率　 50%

6月8日㈮

メイクアップ

同好会

6月22日㈮

6月29日㈮

クラブ協議会　各委員会発表

写真の広場

○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
○閉会点鐘

◆　会員増強・選考委員会　◆    細川直人
異業種同好会を発足させ、合計で５回開催しました。合計で１２名のゲストの方に参加して頂きました。同好会だから
出来る軽い雰囲気でお迎えすることができ皆さん楽しんで頂けたと思います。そこから１名の増強に繋がりました。
夜間例会の異業種交流会も開催し多くのゲストの方に参加頂きました。　そこからのアプローチを今後も続けていく
ことで増強に繋がると思います。　様々な理由があり退会者ゼロという目標は遠く及ばずな結果になりました。
◆　国際奉仕委員会　◆   水口正行
今年度は１３年間継続していた姉妹クラブのフィリピン共和国マカティＲＣ，マカティ・ポブラシオンＲＣとの共同事業
を休止し、タイ王国バンコクにあるスリーウォンＲＣ(タイ移住者で設立され例会も日本語、入会条件は日本語の話せる人)
との共同事業で小学校へ水の浄水器を寄贈して参りました。　スリーウォンＲＣの今年度、次年度の会長と友好クラブの
締結の承諾を頂いていますので、次年度の福澤会長年度で是非とも締結して頂きたくお願い致します。
又、今後の国際奉仕委員長の交通費等もクラブで負担するシステムづくりもご検討頂きたく思います。
今年度、スリーウォンＲＣへ御参加して頂いた会員の皆様有難うございました。　

ポールハリスフェロー授与
藤井誠也会員 須賀原ガバナー補佐　退任のご挨拶

森陰輝夫（大野 RC）( 福井南 RC)
今野義隆、前田和寛（福井 RC）
福澤幹也、朝田健一（表敬訪問）

島村真人会員

最 終 夜 間 例 会
会場 /福井パレスホテル .3F

■開会点鐘　19時00分
■受　　付　18時30分

横山剛史、近藤実、藤井誠也、尾川輝幸
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

19 名 　　19,000 円　　今年度累計　1,201,330 円

ニコニコ箱報告 （順不同/敬称略）

14 名　14,000 円

12 名　16,000 円

12:00～12:30

18:00～18:30
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クラブ会報委員長/ 尾川輝幸　　副委員長/ 中村栄子

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　1,308,738 円

6月26日（火） 福井南RC 6月29日（金） 福井西RC6月28日（木） 福井RC

クラブ協議会　各委員会発表
◆　職業奉仕委員会　◆   松原淑裕
１、     高校生就職活動模擬面接
2017年9月13日　福井県立科学技術高等学校
３年生生徒　113名、面接担当会員　27名出席
①  全生徒         横山会長挨拶と人材派遣業の南会員による講義
②  個人面接              面接役会員２～３人に対して生徒１人、約10分程度
秋から始まる高校生の就職試験の模擬面接を行った。
 ２、     職場訪問移動例会（１）
2017年8月25日　あおいホールディングス㈱   
①  野村会員の卓話『エネルギーと自動車と暮らしの快適な関係を提案します』
②  ショールーム見学
３、     職場訪問移動例会（２）
2018年4月27日　常山酒造合資会社
常山会員による酒の作り方と酒蔵見学
◆　社会奉仕委員会　◆    堀川和子
社会奉仕委員会としては、今年度のＩＭテーマ「障がいスポーツを理解し、未来へつなげ
よう！」という方針をもとに、障がい者支援に力を入れた「ノーマライゼーションを」と
言う横山会長方針のもと「あじさいロータリークラブ杯卓球バレー大会」を行いました。
①   あじさいロータリークラブ杯卓球バレー大会
参加人数　あじさいロータリークラブ会員　　36名
卓球バレー審査員　　　　　　　　　　　　　28名
参加チーム10チーム　　　　　　　　　　　 60名
その他参加者　　　　　　　　　　　　　　　68名　　　合計228名
「ノーマライゼーション」障がいのあるなしに関わらず、同じ場所で同じイベントを楽しむ
ことで相互理解、偏見のない地域社会を目指しました。
弁当・景品等・備品を全て障がい者施設に発注する事により、当日卓球バレー大会に参加で
きない障がい者の方々にも「自分たちが大会を支えている」と言う意識が生まれ、大きな
希望と自信に繋げることが出来ました。そのことは県内外の障がい者施設の方々に大きく
評価されています。
②   ドラゴンリバー交流会       雪の為、残念ながら中止となりました。
会長はじめ、皆様の御協力のもと「障がい者スポーツ大会」開催は大きな実績を残すことが
でき「あじさいロータリークラブ」という名は障がい者スポーツに携わる人々には広く
浸透し、成功事例として残されることになりました。
皆様の御協力に心より感謝申し上げます。
◆青少年奉仕委員会◆    今野義隆
青少年奉仕委員では、中藤小学校の小学生と共に、福井市国見岳山麓「国見層」において
化石発掘体験事業を行いました。化石発掘体験後は、すかっとランド九頭竜に移動して
親睦を兼ねたBBQを開催し、昼食後には地球の歴史、化石になるまでの経緯を講師より
講義をいただき、採取した化石の名前の確認や、化石と遺跡の違いなどのグループ勉強会
を開催しました。
また、5月18日から滋賀県近江八幡で開催されるＲＹＬＡに小寺会員の御素麺屋さんから
田中美幸さん、古市会員のフリックイン福井さんから米村咲穂さんが参加される予定です。
二人には、本プログラムを通して更なる成長に繋げていただき、より一層の活躍を期待して
います。皆様のご協力ありがとうございました。
返信、全員に返信、または転送するには、各リンクをクリックしてください

横山剛史　　お暑い中、次年度会長・幹事の皆様ようこそ
　　　　　　おいで頂き、ありがとうございます。
廣瀬充　　　次年度会長・幹事の皆さん、ようこそいらっし
　　　　　　ゃいました。これから 1年気が遠くなりそうで
　　　　　　すけど、頑張って下さい。
松本喜市　　横山会長、廣瀬幹事ようやく最終月ですね！！
　　　　　　いろいろお世話かけました。
末永雄樹　　より良い 1日となりますように。
竹内義隆　　明日麻雀同好会開催致します。参加ご希望の方
　　　　　　は竹内まで。
藤岡茂樹　　最終例会お待ちしております！
松原淑裕　　次年度各クラブの会長・幹事様、本日はバス
　　　　　　利用ありがとうございました。
田中隆藤　　本日もよろしくお願いします。
前田和寛　　ロータリークラブの合唱祭が無事終わりました。
太田宏史　　昨日、息子の自転車の練習に付き合いました。
　　　　　　一生懸命な姿にちょっと感動しました。
山下徳太郎　須賀原ガバナー補佐をはじめ、ゲストの皆様
　　　　　　ようこそおいで下さいました。
尾川輝幸　　お久しぶりですが、よろしくお願いします。
朝田健一　　須賀原ガバナー補佐、1年間ありがとうござい
　　　　　　ました。福井西 RC内田次年度会長、福井フェ
　　　　　　ニックス RC佐々木次年度会長、福井南 RC
　　　　　　藤井次年度会長、櫻川次年度幹事、
　　　　　　午前中はお疲れ様でした。またありがとうござ
　　　　　　いました。
田中義乃、野原哲也、橿尾輝之
太田貴司、小原弘明、藤井誠也

横山剛史、廣瀬充、長井眞見、松本喜市、田中隆藤、太田貴司
野原哲也、太田宏史、藤岡茂樹、尾川輝幸、服部宏和、松原淑裕
田中義乃、光山晃　各君

横山剛史、廣瀬充　平野嘉男、松本喜市、前田和寛、藤岡茂樹
尾川輝幸、太田貴司、田中義乃、松原淑裕、田中隆藤、松塚泰孝
各君


