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福井あじさいロータリークラブ
国際ロータリー第2650地区

会長 /田中義乃　　　会長エレクト /橿尾輝之　　　副会長 /古市恭也　　　幹事 /松原淑裕　　　副幹事 /藤岡茂樹

2019～2020年度 福井あじさいロータリークラブテーマ

ガバナー　佐竹 力總

RI 第 2650 地区 スローガン
2019～20年度

「 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 808 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

2019-20 Presidential Theme

メイクアップ

8月2日（木）

8月23日（金）

○現在会員　59名　　○出席者　 37名
○届欠席者     22名　    ○出席率　 62%

次回の例会案内

皆さん、こんにちは!!
本日のゲストをご紹介いたします。福井北RCの竹内正美さまで
す。よろしくお願いいたします。先週は福井RCと合同例会にて佐
竹ガバナー公式訪問をさせていただきまして、佐竹ガバナーとも
親しくお話をさせていただきまして、その気さくな性格に大変感
銘を受けました。色々とアドバイスを頂き今後の参考にしていき

たいと思います。
さて、毎日猛暑日が続いておりまして、今日から3日間はフェニックス祭り、今日は花
火大会と、毎週のように祭りが開催されておりまして、皆さんも参加されることが多
いと思いますが、くれぐれも無理なさらないように、元気にこの夏を乗り切っていた
だきたいと思います。
本日の新聞には野原さんの娘さんがインターハイの女子ケイリンで準優勝に輝いた
との記事が載っていました。さすがの親譲りの遺伝子ですね、全国2位はすごいこと
ではないでしょうか。誠におめでとうございます。
　また本日は新会員、河合正浩さんの入会セレモニーがございます。
新年度の初めての新会員です、河合さんには新しい風を吹き込んでいただいて、こち
らとしても、その期待にしっかりと応えられるように頑張って行きたいと思います
ので、どうぞよろしくお願いいたします。
　8月は3回の移動例会、9月も奉仕事業が2つあります。本日は栄誉行事、8月総会の
決算、予算の報告がございます。
本日もどうぞよろしくお願いいたします。

会長挨拶

○受　　付　11時30分

○食　　事　12時00分～

○受　　付　18時00分

○開会点鐘　12時30分～
○閉会点鐘　12時50分

○開会点鐘　18時30分

○プラネタリウム鑑賞　13時00分～

ハピリン4F ボランティアセンター研修室

移動例会

納涼夜間例会

会場/ハピリン プラネタリウム

会場/ 片町キムラビル屋上 エジール

中村栄子（福井北 RC）
橿尾輝之（ＲＬＩパート 1）
森陰輝夫（ガバナー補佐会議）
（地区ロータリー財団セミナー）

8月誕生日　辻川、武田会員 8月結婚記念　堀川会員

写真の広場
祝!!  入会 河合正浩さん　今後とも宜しくお願いします

福井市順化1 - 1 7 - 5
会費　6,000円（浴衣着用の方4,000円）



ロータリー財団　寄付者

米山記念奨学会　寄付者

26 名 　　29,000 円　　今年度累計　204,000 円

ニコニコ箱報告（順不同/敬称略）

18 名　19,000 円

13 名　14,000 円

12:00～12:30

18:00～18:30

　2019.8/2
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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）

（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    　             70%
前年度累計　212,000 円

8月   9日 （金）福井西RC　　8月27日（火）福井南RC
8月29日（木）福井RC　    9月19日 （木）福井RC　　　9月24日（火）福井南RC　　 
9月25日（水）福井北RC　  9月27日 （金）福井西RC

竹内正美　　初めまして。
田中義乃　　ようこそ！河合新会員様、よろしくお願いします！
松原淑裕　　河合さん、入会ありがとうございます。
河合正浩　　本日入会させて頂きました河合正浩です。よろしくお願
　　　　　　い致します。
武田幸夫　　猛暑！！乗り切りましょう！
小寺邦夫　　本日8月2日はおやつの日です！冷たいおやつ店内満載！
下家茂　　　竹内さん、これからも例会参加よろしく。
松本喜市　　本日、淡島君の自宅に行って参りました。久しぶりのかき
　　　　　　氷を頂きました。併せてお参りもしました。合掌。
長井眞見　　葉月8月、猛暑が続いていますが負けずに頑張りましょう。
　　　　　　仏教訓より「何一つとして人生に無駄なものはない」
横山剛史　　河合君の入会を祝して。サロンで会いましょう。
森陰輝夫　　8月8日は立秋、残暑厳しいです。ガバナー公式訪問とても
　　　　　　良かったです。
藤岡茂樹　　熱中症注意！！塩分とらずに水分ばかりとるとかえって
　　　　　　脱水になります。ビールは水分ではありませぬ。
末永雄樹　　新会員の河合正浩さんを皆様どうぞよろしくお願い致し
　　　　　　ます。
太田貴司　　9月11日職業奉仕事業の模擬面接ご参加、よろしくお願い
　　　　　　致します。
近藤実　　　河合さん、今後とも宜しく！！
田中隆藤　　毎日毎日暑いです。体に少しこたえます。
廣瀬充　　　河合会員、これからよろしくお願いします。
朝田健一　　今日の新聞に野原会員のお嬢様が高校総体の自転車競技
　　　　　　で準優勝。　誠におめでとうございます。
山下徳太郎　ちょっと遅れました。夏バテに注意！
堀川和子　　福井ロータリーの竹内様ようこそ！公私ともにお世話に
　　　　　　なっております。
橿尾輝之　　竹内さん、ようこそあじさいの例会へ。
麻雀同好会　麻雀同好会納涼会ビアガーデンを8月24日（土）リライム
　　　　　　で行います。皆さんご参加下さい。
刀祢裕一、増田浩三、南伊津美、中村栄子

内海晴藏、田中義乃、松原淑裕、長井眞見、森陰輝夫、松本喜市
古市恭也、廣瀬充、河合正浩、近藤実、末永雄樹、南伊津美、藤岡茂樹
太田貴司、刀祢裕一、朝田健一、田中隆藤、橿尾輝之　各君

中村栄子、田中義乃、松原淑裕、森陰輝夫、松本喜市、光山晃
藤岡茂樹、太田貴司、末永雄樹、朝田健一、田中隆藤、南伊津美
河合正浩　各君　　

2019-20 年度 国際ロータリー会長
マーク・ダニエル・マローニー氏のプロフィール＆メッセージ

Mark Daniel Maloney（マーク・ダニエル・マローニー）

Decatur（ジケーター）ロータリークラブ所属

アラバマ州（米国）

税法、遺産、農業法を専門とする Blackburn, 

Maloney, andSchuppert 法律事務所の社長であるマ

ローニー氏は、米国南東部・中西部の大手農場経営者

の顧問弁護士であるほか、米国弁護士協会の農業関

係委員会の委員長を務めています。また、米国弁護士協会とアラバマ州弁護士協

会、アラバマ州法律協会の会員です。

地元ジケーターでも熱心に活動し、自身が所属する教会の財務委員長と地元カト

リック学校理事長のほか、Community Foundation of Greater Decatur 会長、

Morgan County Meals on Wheels会長、United Way of Morgan County 理事、

Decatur-Morgan County 商工会議所の所長を務めています。

1980 年にロータリークラブ入会し、以来、RI 理事、財団管理委員と副管理委員長、

ジョナサン・マジィアベ 2003-04 年度会長のエイドを務めました。また、規定審議

会の議長と副議長、運営議事手続きの専門家、研修者のほか、2004 年大阪国際大会

委員会のアドバイザー、2014 年シドニー国際大会の委員長も務めました。ガバ

ナーとなる前には、研究グループ交換のリーダーとしてナイジェリアに赴いた経

験もあります。

ロータリー財団関連では、未来の夢委員長、ロータリー財団地域コーディネー

ター、財団研修セミナーのモデレーター、恒久基金米国アドバイザー、平和セン

ター委員、WASH（学校での水・衛生）委員会のアドバイザーを歴任しました。

同じ法律事務所の弁護士であり、ジケーター・ロータリークラブの元会長でもある

ガイ夫人とともに、ポール・ハリス・フェロー、メジャードナー、遺贈友の会会員と

なっています。

「クラブはロータリーの心臓部であり、ロータリーのあらゆることはクラブで起こ

る」とマローニー氏。弁護士であるマローニー氏は、草の根レベルでクラブをサ

ポート・強化し、奉仕を大切にする会員制組織としてのロータリーの文化を守り、

成長のために地域別の新たなアプローチを試みたいと考えています。

「ポリオが撲滅されれば、ロータリーが大きく認知され、多くの機会が訪れるで

しょう」。そう語るマローニー氏は、世界でよいことをするグローバルな組織とし

てロータリーが世界を先導する立場に立てる可能性があると考えています。


