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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
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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
　朝から降り始めた雨、ここ最近ずっと晴天だった為か気が滅入ってしまい
そうになる雨でした。ラジオを聞いていましたら、今日７日梅雨入りしたそう
です。こんな気持ちに負けてなるものかと、前向きに気合いを入れて本年度最
後の理事役員会に駆けつけました。
　ありがとうございます。お陰様で理事会も滞りなく済み、刀根くんの入会セ

レモニーを迎えることができ、大変嬉しく思っている次第です。
　刀根くん、ご入会おめでとうございます。
　今期最後の理事会でしたが、まだあといくつかの行事を委員長さんにお願いしております。家族
旅行・ロータリーバザー、皆さんと共に楽しんで参りたいと思っております。
　どうぞ、よろしくお願い致します。
　さて、11月に行われた青少年奉仕事業の安心安全の会で皆さんにお願いしました『子どもの駆け
込みどころ』ステッカーが、近々近藤会員から配って頂ける手はずになっております。このステッ
カーを、皆さんのお店や工場に社員さんが見通しの付くところに貼って頂きたいと思います。もし
かすると“写真を撮られた”とか“変なオンちゃんが付いてくる”とか。そんな状況の場合、子ども達
を守ってやって欲しいのです。
　何かあった場合は、警察や小学校・中学校に保護していることを伝えて頂きたいのです。
　地域に住む子ども達を、地域に住むロータリアンがしっかり守っていく安心で安全な街にして
いきましょう。皆様のご協力、よろしくお願い致します。
　尚、会員一枚を配布しますが、複数枚ご入り用の方は、近藤会員にご相談ください。

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 800 回
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2018-19 Presidential Theme

メイクアップ

同好会

6月14日（金）

6月7日（金）

6月21日㈮

○現在会員　61名　　○出席者　 33名
○届欠席者     28名　    ○出席率　 54%

○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
○クラブ協議会
○閉会点鐘

○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

写真の広場
5月誕生日  佐々木、朝田会員

5月結婚記念日  辻川、光山、内海会員

祝 !!  ポールハリスフェロー授与
            太田、竹内会員

祝 !!  米山功労者授与
             水口会員

                      新会員   刀祢裕一様
これから仲良くRC活動楽しみましょう!!

森陰輝夫
（福井南 RC）（福井フェニックス RC）

近藤実、藤井誠也、横山剛史、辻川貴宏
末永雄樹、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

29 名 　　35,000 円　　今年度累計　1,468,542 円

ニコニコ箱報告 （順不同/敬称略）

15 名　19,000 円

12 名　12,000 円

12:00～12:30

18:00～18:30

　2019.6/7 
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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    　                88%

クラブ協議会

前年度累計　1,182,330 円

福澤幹也　　本日もよろしくお願いします。
朝田健一　　刀祢様、ご入会おめでとうございます。今後ともよろしくお願
　　　　　　いします。昨日お誕生日祝いが届きました。ありがとうござい
　　　　　　ます。
刀祢裕一　　本日入会しました。今後ともよろしくお願いいたします。
近藤実　　　刀祢さん、これからお付合いよろしく！！
佐々木一　　今日は雨、明日はゴルフ、雨・・・。
服部宏和　　刀祢さん入会おめでとうございます。よろしくお願いします。
　　　　　　クラブ協議会もよろしくです（職業奉仕委員会）
光山晃　　　結婚祝いのプレゼントが届きました。
　　　　　　ありがとうございました。
太田宏史　　先月、朝田幹事に嫁のピンチを助けて頂いたので。
松原淑裕　　早退します。
太田貴司　　申し訳ございません。本日は早退させて頂きます。
藤岡茂樹　　捜せども捜せども薬剤師見つからずぢっと手を見る。紹介お
　　　　　　願いします。
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　これからの時期は、暑さや水害に気を付けて乗り切って
　　　　　　下さい。
桒野幸信　　梅雨に入りましたね。涼しくなりました。
小寺邦夫　　来週6月12日あじさいゴルフコンペ楽しみです！まだ参加申
　　　　　　し込みＯＫですよ！
廣瀬充　　　ジューンブライドの6月ですね。
横山剛史　　早退します。すみません。
田中義乃　　暑くなりましたが、あじさいも大きな花を咲かせたいですね！
松本喜市　　ようやく梅雨らしい日になりました。恵みの雨であればいい
　　　　　　のですが・・・。
細川直人　　刀祢さん、入会おめでとうございます。
堀川和子　　刀祢さん、入会おめでとうございます。北村さんようこそ！
　　　　　　今度いらっしゃる時は、あじさいロータリーの会員ですネ？
橿尾輝之、古市恭也、野原哲也、水口正行、竹内義隆、中村栄子、増田浩三、
麻雀同好会

6月 17 日（月）　福井東 RC　　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

小寺邦夫、福澤幹也、朝田健一、松本喜市、野原哲也、細川直人
近藤実、中村栄子、太田宏史、田中義乃、太田貴司、藤岡茂樹
末永雄樹、桒野幸信、山下徳太郎　各君　　

福澤幹也、朝田健一、松本喜市、末永雄樹、田中義乃、太田貴司
太田宏史、山下徳太郎、橿尾輝之、桒野幸信、藤岡茂樹、服部宏和
各君

◆　会　　　計　◆
福沢幹也会長の「集いて学び、集いて奉仕、ロータリーを楽しもう」と
いうテーマに基づいた活動方針及び活動計画・予算に従って、貴重な
財源を事務局と連携しながら適正に管理する事が出来ました。
◆　Ｓ．Ａ．Ａ．　◆
例会場に入場されたお客様、会員様に対して明るく、元気よく大きな
声で挨拶をさせていただくよう心がけました。　いい雰囲気の例会が
出来たと思っております。　皆様のご協力に感謝申し上げます。
≪奉仕プロジェクト≫
◆　職業奉仕委員会　◆
今年度も、昨年度、好評であった会員の職場を訪問する職場訪問例会
を引き続き実施することができました。会員が、現場で他の業種の実
情、業務内容、経営方針などを学ぶことにより、会員各自が職業奉仕
の理念を改めて振り返り、再確認することができた貴重な機会になっ
たのでないかと思います。
また、日頃の例会や上記の職場訪問例会の場で高めた、職業奉仕の
理念を対外的に実践する場として、十分な準備をして、高校での高校
生に対する就職模擬面接を予定していたのですが、こちらの方は残念
ながら台風の影響により、中止になってしまいました。先生方からも、
日頃面接を行っている経営者の方からの面接は生徒にとっても大変
有意義で貴重な機会となったのに残念だとのお言葉をいただきまし
た。可能であるならば模擬面接は来年度以降も実施していけたらいい
のではと思っております。
　私自身も、クラブ職業奉仕担当者研修会や地域別クラブ職業奉仕
担当者懇談会に参加し、ロータリークラブでいうところの「職業奉仕」
とは何かについて勉強させていただき、大変有意義な一年となりまし
た（その一部は、当クラブのクラブフォーラムでもほんの少しだけ紹
介させていただきました）。
◆　社会奉仕委員会　◆
１、3月17日ドラゴンリバー交流会による足羽川河川敷の清掃活動に
参加２、6月福井メロン祭りに参加　ハピリン2階にて　「北海道胆振
東部地震及び西日本豪雨の義援金」集めのためのバザーを開催
1年間会員の皆様のご協力ありがとうございました。
◆　国際奉仕委員会　◆
今年度はタイ国での奉仕活動になりました
・スリオンRCとの友好クラブ締結・クッタペット小中学校への奉仕活
動（食堂の改修、教室の鳥侵入ネット施工、トイレペンキ工事）等 
90,000バーツの寄付 又、当クラブ員とのサッカー大会、それに伴うボ
ール等の寄贈　福井国体での使用済みポロシャツの贈呈（福井市協力）
・前年度奉仕事業　ワットバーンチャング小学校に寄贈した浄水器の
調査、 さらに浄水器の維持費の一部42,000バーツの寄付を行った。
当クラブ参加会員が過去最高の23名（内　関係者ビジター5名）になり
現地での奉仕、又クラブ員の親睦当大変意義のある国際奉仕事業にな
った　

山下　　徳太郎

内海　晴藏　　　

服部　宏和

辻川　貴宏

近藤　実


