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『集いて学び   集いて奉仕   ロータリーを楽しもう』

皆さん、こんにちは。
本日は福澤会長の代理を務めさせていただきます。
まず本日のゲストは神戸西RCの飯田美奈子さまです。ありがとうございま
す。さて、本日はあじさいロータリー第800回目の例会です。
2001年12月の創立より18年と6ケ月がたち800回の例会を重ねてまいりまし
た。これはひとえに歴代会長、会員の皆様の努力の賜物だと思います。　　　
チャーターメンバーは56名でしたが、残念ながら現在、年度末の退会者が出

ており、新年度は58名でスタートを切ることとなりました。
そして本年度もあと2週間、例会2回、チャリティバザーも残っております。リレーで着実にバトン
タッチをするには、渡す方がラストスパートをすることと言われています。もうひと頑張りで福
澤、朝田年度は満面の笑みでゴール。　田中、松原年度は緊張に顔をひきつらせてのスタートを切
ることとなりますが、皆様どうぞよろしくお願いいたします。
　また昨日は福井市内の8つのRCの新会長・幹事16名が報道機関5社を表敬訪問してまいりました。
それぞれが方針や事業をアピールし大変参考になりました。今後もメディアへの対策もしっかり
やって、あじさいRCの活動をアピールしてまいりたいと思います。
本日は、クラブ協議会よろしくお願いいたします。

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 801 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

6月14日（金）

6月28日（金）

6月21日㈮

○現在会員　62名　　○出席者　 34名
○届欠席者     27名　    ○出席率　 55%

クラブ協議会

○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

○開会点鐘　18時30分

○受　　付　18時00分

東日本大震災・東北被災地支援事業（図書贈呈・読み聞かせ）       事業参加人数　７名平成30年９月14日(金)から16日(日)に
かけて岩手県大船渡市をはじめ、陸前高田市、仙台市などの被災地を訪問しました。　14日の前半は大船渡市の越喜来
こども園・赤崎保育園に行き、図書の贈呈並びに絵本の読み聞かせを実施し、後半は、大船渡市の戸田市長への表敬訪問を
行いました。同時に大船渡西ロータリークラブの浜田会長・菅野幹事とのバナー交換も行いました。　15日は陸前高田市
へ移動、大船渡市と異なり、町の中心部が海岸沿いであったため、復興状況は7年たった今でも遅々として進んでいない状
況でした。　最終日は仙台市に移動、観光地の松島近郊も津波の被害はあったのですが、現在は当時の被害状況が確認でき
ないくらい観光地らしい風景になっておりました。震災から7年、全体から見ると、完全な復興には程遠いように感じ取れ
ました。ロータリーとして今後も東北の復興を継続的に支援・貢献できればと感じました。
幼児の安全安心の会
平成30年11月6日(火)、会場は「フェニックスプラザ」にて、劇団飛行船による演劇「３匹のこぶた」を福井市内の私立幼稚園
・認定こども園・私立保育・その他一般の親子、合計約900名の参加者に対して、公演致しました。　今回の公演の目的は、演
劇を通じて、子供たちに社会のマナーとルールを伝えること、それが子供達の成長の過程において健全化のために役立ち、
いじめや非行が少なることを期待することでした。ロータリー当日参加人数20名

太田　貴司

小寺　邦夫

梅本　知恵里

日本体操協会全国地域委員長
福井県体操協会会長代行
小竹　英雄様
「小さな街の挑戦～人生は選択だ」　

田中義乃、松原淑裕（報道機関表敬訪問）
森陰輝夫、田中義乃、松原淑裕（福井RC）
森陰輝夫（福井東RC）(大野RC)（勝山RC）
今野義隆、中村栄子（福井東RC）
長井眞見、武田幸夫、森陰輝夫、水口正行
松本喜市、小寺邦夫、内海晴藏、横山剛史
福澤幹也（パスト会）

佐々木一、小寺邦夫，桒野幸信、末永雄樹
徳岡正、増田浩三、廣瀬充（迷球会）

最終夜間例会

≪奉仕プロジェクト≫ ◆　青少年奉仕委員会　◆

≪財団・奨学会≫ ◆ロータリー財団委員会◆
お陰さまで！年度開始時に掲げた1人平均＄200（4月末時点で＄184）、達成は何とかなる模様です。福井あじさいＲＣ20周
年にはＤＤＦをフル活用して、立派な記念事業が出来る事を祈念します。又、8月4日開催地区ロータリー財団セミナーに参
加して、“小児がんとたたかうこどもたちのために”の話を聞けたことが印象に残っています。講演者は医師の柳生茂希氏で
2012－13年度の第2650地区財団奨学生だそうです。ロータリー財団の素晴らしさを再認識しました！

◆　米山記念奨学委員会　◆
①今年度は10月の米山月間に米山奨学生トラン・ティ・トさんに来て頂き「私と日本との出会い～米山奨学生の生活で得た
　もの」という演題で卓話をして頂きました。
②今年度は米山功労者感謝状が授与された会員が11名でした。　福澤会員、朝田会員、小寺会員、齊藤会員、山下会員、前田
　会員、松本会員、水口会員、森陰会員、佐々木一会員、田中義乃会員　会員の皆様には1年間米山寄付金にご協力を頂き、
　ありがとうございました。
≪広　報≫ ◆　ロータリー情報　◆
今期は予定通り年2回情報集会を開催することが出来ました。　第一回目のテーマは【ロータリークラブの目的・理念を福井
あじさいロータリークラブにどう反映させるか】　これは、前期ガバナー公式訪問の時に田中ガバナーより尋ねられた、理念
・倫理観についてどのように会員に伝えことができるかを考えてテーマとしました。　第二回目のテーマは【ロータリーで何
を学び、何を実践し、何を発信したか】　これは言うまでもなく今年度の地区スローガン（ロータリーを学び、実践し、発信し
よう：Enjoy　Rotary）からテーマを決めました。　なかなか2回とも難しいテーマとなってしまいましたが、会員どうしで話
し合うことが少ない議題を考え話し合えたことは、有意義な情報集会になりました。　考え方は、人それぞれ違って当たり前
ですが、意見交換の中からお互いを理解しあえる環境を提供しクラブ内の親睦が深まることに、つながったのではないかと
思います。

○会　　場　旬香逎燈 煙や
福井市大手２丁目７－２３
電話： 0776-25-0088



ロータリー財団　寄付者

米山記念奨学会　寄付者

23 名 　　22,000 円　　今年度累計　1,490,542 円

ニコニコ箱報告 （順不同/敬称略）

14 名　14,000 円

9名　9,000 円

12:00～12:30

18:00～18:30

　2019.6/14

事務所/〒910-0006 福井市中央1丁目3番1号　加藤ビル4F　　TEL.0776-28-7200  　FAX.0776-28-7255
例会場/ホテルリバージュアケボノ　　TEL.0776-22-1000  　 E-mail:mac7428@yahoo.co.jp

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

献金人率    　                68%
前年度累計　1,201,330 円

6月 25 日（火）　福井南 RC      
6 月 27 日（木）　     福井 RC　　6月 28 日（金）　福井西 RC

田中義乃　　800回例会おめでとうございます。
                          今日もよろしくお願いします。
朝田健一　　6月16日の家族親睦旅行ですが、私1人の参加です・・。
                          よろしくお願いします。
長井眞見　　明後日、市民体育大会シルバーバレーの部に老体に 打って
　　　　　　出場します。仏教訓より「道があるということはその道を歩ん
　　　　　　だ人がいるということだ」
高嶋隆博　　この前お店にパックンが来てくれました。とてもいい人でした。
南伊津美　　やせるぞう！！
下家茂　　　5月6月7月と県外に行くことが多く、例会は欠席がちです。
今野義隆　　堀川さん色々ありがとうございます。
小寺邦夫　　明後日は「父の日」甘党のお父さんには当店で・・！
末永雄樹　　6月16日家族旅行、6月28日最終例会。皆様どうぞよろしくお
　　　　　　願いします。
山下徳太郎　明後日の天気が心配だけど、旅行が無事終わります様に。
松本喜市　　時間遅れまして申し訳ございません。
太田宏史　　先日ジュンダーとセクシャリティについての勉強会に出席し
　　　　　　てきました。この分野は議論の動きが早くてついていくのに
　　　　　　大変です。
廣瀬充　　　おいはぎに会いました。
藤岡茂樹　　6月23日のバザーに薬剤師が出品されることを密かに期待し
　　　　　　ています。
桒野幸信　　今週の家族旅行、来週のバザー行けなくてすみません。
島村真人　　ライザップ2か月たちました。マイナス8kg（体重）体脂肪率4％
                           マイナス、腹まわりマイナス10cm。これからも頑張ります。
堀川和子　　この頃、ウチのお店を接待で使っていただくお客様が多くなり
                           ました。当店を信頼して頂いているのだなぁ～と思い、
                           より一層の精進を目指します！
橿尾輝之
常山由起子
野原哲也
古市恭也
武田幸夫
中村栄子

小寺邦夫、田中義乃、朝田健一、長井眞見、松本喜市、南伊津美
太田宏史、廣瀬充、野原哲也、桒野幸信、橿尾輝之、島村真人
今野義隆、藤岡茂樹　各君　　

田中義乃、朝田健一、松本喜市、常山由起子、南伊津美
桒野幸信、島村真人、藤岡茂樹、太田宏史　各君

◆　会報委員会　◆ 稲津　敬史
殆どが近藤会員にお任せで自分では写真を撮るぐらいしかお役に立てなかったと
反省しております。

◆　広報・雑誌委員会　◆ 今野　義隆　　
今年度の事業活動に関しては一部のメディアを除き取り上げていただきました、ク
ラブの活動内容やロータリーブランドの向上に一定の効果に繋がったものと思い
ます。しかし某新聞社に対しては掲載依頼を考慮する必要があると感じています。
　ホームページに関してはサイト全体のリニューアルを行い動画を多く取り入れ
たサイトに作り変えました、直近四半期（2月～4月）で１，１００件のアクセスがあ
りました。　ロータリーの友の内容を会員の皆様へご紹介する計画を立てておりま
したが、ご案内出来ず申し訳ございませんでした。
　次年度も引続き広報・雑誌委員長を勤めさせていただきますので、会員の皆様のご
協力をお願いいたします。一年間会員の皆様のご協力感謝申し上げます、ありがとう
ございました。

◆　クラブ奉仕管理運営委員会　◆
本年度の会長方針『集いて学び　集いて奉仕　ロータリーを楽しもう』のもと、活動の
基本である例会と親睦事業の参加率向上を目指して内容の充実に努めてまいりました。
日頃、なかなか聞けないような、多方面にわたる例会卓話。特にスポーツや健康に関す
る卓話からスポーツ同好会設置への流れもありました。　また、趣向を凝らし細部にま
で気が配られた親睦活動。そのおかげで参加していただいた方には大変満足していた
だけたと思います。　異業種交流会も多くのオブザーバーが参加され、あじさいロータ
リーのＰＲや　イメージアップにつながり、今後の新会員獲得にきっと繋がっていく
ものと思います。　そしてニコニコ箱においては委員長の熱い思いが伝わり、多くの
寄付のご協力いただきました。各委員長、会員の皆様のご協力に感謝申し上げます。

◆　出席委員会　◆ 中村　栄子
今年度の出席委員会は出席率の向上に努力して来ましたが、残念ながらアップする事
が出来ず終わってしまいました。次年度に期待したいと思います。会員の皆さん頑張り
ましょう。

◆　親睦活動委員会　◆ 末永　雄樹

野原　哲也

堀川　和子

2018~2019年度実績報告書（親睦委員会）
夜間移動例会・合同例会・家族旅行等を通して、会員皆様との親睦をとても深めること
が出来たと思っております。皆様のご参加、ご協力に感謝申し上げます。

７月６日　　　夜間移動例会　＠炭火ステーキキッチン＆バル
８月１０日　　夜間移動例会　＠北海道横丁　ボーリング大会
１０月１９日　夜間移動例会　＠ＳＯＲＡＯＴＯ　合同例会（福井南ＲＣ）
１２月２１日　夜間移動例会　＠イルスイート　クリスマス例会
１月１８日　　夜間移動例会　＠グランディア芳泉　新年例会
３月５日　　　夜間移動例会　＠グランユアーズ合同例会（福井フェニックスＲＣ）
４月１２日　　夜間移動例会　＠リバージュアケボノ　花見例会
６月１６日　　家族旅行　　　＠立山黒部アルペンルート
６月２８日　　夜間移動例会　＠煙や　最終例会

◆　プログラム委員会　◆
本年度は、私の友達やブレーンの卓話が多すぎたように思います。行き詰まった時に
は会員様に紹介して頂きました。ありがとうございました。会員様の魅力ある卓話も
大事なので次年度にお願いしたいと思います。

◆　ニコニコ箱委員会　◆
今年度のニコニコ箱は大きく2つ変更しました。まず第一は、半期の会費納入の際に
ニコニコ箱としてまとめて納入できる事。第二は、例会のニコニコ箱納入発表の時に
毎回の献金人率を出すこと。この2つによって、令和元年5月10日現在で前年比113％
となっております。出席率と考えてみても大きな成果だと自負しています。

田中　義乃


