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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』

前回の例会報告

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　

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　バリー・ラシン

2018-19 Presidential Theme

メイクアップ

同好会

7月13日㈮

7月27日㈮

○現在会員　62名　　○出席者　 37名
○届欠席者    25名　     ○出席率　 60%

○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
◯閉会点鐘
○総会　前年度決算、今年度予算報告
○卓　話

○開会点鐘

○バナー贈呈 ○謝   辞

○ガバナーアドレス

○国歌斉唱
○ロータリーソング

第761回例会 7月19日㈭ 会場/ユアーズホテルフクイ

12:27～

12:58～

13:45～

～ガバナー御一行様紹介

～お食事～

○会長挨拶
○幹 事 報 告
○委員会報告福井RC  渡邉会長

福井RC  渡邉会長

「奉仕の理想」

福井あじさいRC  大島パスト会長

福井RC、福井あじさいRC 

福井RC、福井あじさいRC 

福井RC、福井あじさいRC 

○乾　杯 福井RC 岩下岩下パスト会長

○会長挨拶 福井あじさいRC  福澤会長

本日の例会 2018-2019 中川基成ガバナー 福井ロータリークラブ、福井あじさいロータリークラブ合同公式訪問例会

中川基成ガバナー

（5F スタジオ）

○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

○閉会点鐘
○ロータリーソング 「手に手つないで」

○ガバナー御一行様を囲み記念撮影

福井あじさいRC  福澤会長

福井RC、福井あじさいRC 

福澤幹也、朝田健一、近藤実、藤井誠也
辻川貴宏、尾川輝幸、竹内義隆
（麻雀同好会）

古市恭也、光山晃（福井北 RC）
田中義乃（ＲＬＩパート 1研修会）

ロータリー歴
  1993年9月16日　あすかロータリークラブ入会

1995-96年度　理事（青少年委員会委員長）
1998-99年度　環境保全委員会委員長
2000-01年度　理事（国際奉仕委員会委員長）
2004-05年度　親睦活動委員会委員長
2006-07年度　幹事
2007-08年度　ロータリー情報委員会委員長
2009-10年度　規定審議委員会委員長
2010-11年度　理事（ロータリー財団委員会委員長）
2012-13年度　会長エレクト（奉仕プロジェクト委員会委員長）
2013-14年度　会長
2014-15年度　会員増強委員会委員長
2016-17年度　地区財団補助金委員会　委員
　2016-17年度　地区ガバナーノミニー
　2017-18年度  地区ガバナーエレクト

【その他】
　ロータリー財団メジャードナー、ベネファクター、
　ポールハリス・ソサエティ会員
米山功労者（第6回マルチプル）、米山功労法人

職歴
1980年4月～1991年4月　丸紅株式会社勤務
（うち、1988年4月～1991年4月　丸紅ドイツ会社勤務）
1991年4月 　株式会社ナカガワ　入社
2000年10月　株式会社ナカガワ　代表取締役社長就任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在に至る

団体役職
奈良県総合卸商業団地協同組合　理事
奈良県働き方改革推進協議会　委員
公益社団法人　葛城納税協会　理事
優良申告法人　葛城法友会　会長
大和高田商工会議所　副会頭
一般社団法人　大和高田経済倶楽部　副会長
大和高田市企業人権教育推進協議会　会長
大和高田市雇用対策協議会　会長
大和高田市まち・ひと・しごと創生総合戦略意見交換会 委員
社団福祉法人　愛の集い学園　理事
日本赤十字社奈良県支部有功会　理事

氏　名 　中川　基成 　(なかがわ　もとなり )
　　（あすか　ロータリークラブ）

生年月日

最終学歴　1980年（昭和55年）3月　東京大学法学部　卒業

職　　業　株式会社ナカガワ　代表取締役社長

職業分類　建築材料販売

　1955年(昭和30年) 9月30日生

2018-19年度  RI 第2650地区　中川基成ガバナー
　　　　　　　プロフィール



ロータリー財団　寄付者

米山記念奨学会　寄付者

皆さん、こんにちは
　今年度に入って２回目の例会となりました。
　本日のお客様、我がクラブメンバーですが立
場が代わって森陰輝男ガバナー補佐様　本日は
ありがとうございます。クラブ協議会では、よ
ろしくご指導頂きます様お願い致します。
　さて今年度入って第１回例会のあの日、大変
な大雨で夜間例会にお出でくださる皆さんも足

下のお悪い中でしたが、西日本各地では大変な災害になってしまいま
した。ご存じの方も多いと思いますが、多くは広島・岡山・愛媛辺り
では亡くなられた方や行方不明の方の数を見て大変驚きました。
　報道によると、今も高速道路の通行止めや JR在来線の寸断が続き、
物流が止まっている状態だと聞いています。一日も早く復旧復興し、
不明者の捜索や被災された方々がいつもの生活に戻られる様に念じ上
げる次第です。
　我々ロータリアンとしても、何かお手伝いできないかと考えていま
す。情報が入り次第、皆さんと考えて行動したいと思います。その時
には、皆さんの援助をよろしくお願いします。
　本日は、第１回のクラブ協議会です。ガバナー公式訪問前に、ガバ
ナー補佐様同席のもとに開催し、クラブ活動全般についての指導を受
けることになっています。
　クラブ協議会では、クラブ全体の活動状況が話し合われますから、
全会員に出席をお願いしこのクラブがどんな活動をするのか、どんな
方向性を持つのかを皆さんで考え理解して頂く場にしたいと思ってい
ます。
　来週 19日 ( 木 ) は、中川基成ガバナーをお迎えしての公式訪問が
あります。
　来週も全会員のご出席をお願いし、例会を楽しんでいきましょう！
本日もよろしくお願い致します。

23 名 　　35,000 円　　今年度累計　75,000 円

ニコニコ箱報告 （順不同/敬称略）

18 名　22,000 円

13 名　17,000 円

12:00～12:30

18:00～18:30

　2018.7/13 会長挨拶

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　　高嶋隆浩

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　75,000 円

7月25日（水） 福井北RC 8月3日（金） 福井西RC 8月7日（火） 福井南RC
8月21日（火） 福井南RC 8月28日（火） 福井南RC 8月31日（金） 福井西RC

クラブ協議会写真の広場
当クラブから初めてのガバナー補佐誕生!!

森陰輝夫ガバナー補佐　今後とも宜しくお願いします

福澤幹也　　本日もよろしくお願い致します。
朝田健一　　本日のクラブ協議会、よろしくお願い致します。
森陰輝夫　　ガバナー補佐としてやって参りました。福澤・朝田新年度の
　　　　　　スタートを心よりお祝い申し上げます。より良いクラブ、
　　　　　　より高い価値観を得られるクラブに期待申し上げます。
太田宏史　　実は倉敷市出身なのですが、私の実家は大丈夫でした。
　　　　　　しかし周りはもの凄い被害で悲しい気持ちです。
野原哲也　　プログラム委員長頑張ります。よろしくお願いいたします。
田中隆藤　　本日もよろしくお願いします。
藤岡茂樹　　薬局で働いていただける事務員の方を募集しています。
　　　　　　どなたか心当たりの方がおられましたらご紹介下さい。
小寺邦夫　　今年度は財団委員長を拝命しました。ご協力よろしくお願
　　　　　　い致します。
末永雄樹　　8月10日第1部ボーリング大会、第2部夜間例会どうぞよろ
　　　　　　しくお願いします。
松本喜市　　福澤会長、朝田幹事、一年間お世話かけますが、よろしく
　　　　　　お願いします。
山下徳太郎　福澤会長、朝田幹事、各委員長の皆さん、一年間よろしく
　　　　　　お願いします。今年度会計より。
長井眞見　　この度の西日本の集中豪雨の被災者の皆さんにお見舞い
　　　　　　申し上げると共に、地球温暖化に対する世界的規模の対策
　　　　　　を切望します。
武田幸夫　　今年も一年よろしくお願いします！！
前田和寛　　先週休んでしまいましたのでまだ伝えていないのですが、
　　　　　　福澤会長、朝田幹事、一年間宜しくお願いします。
今田武　　　暑くなって来ましたね。今日もよろしく。
田中義乃　　西日本豪雨でお亡くなりになられた方々に、心よりお悔や
　　　　　　み申し上げます。
細川直人　　今年度の会員増強のご協力よろしくお願いします。
堀川和子　　今回の被害におかれて被災された方々に、心よりお見舞い
　　　　　　申し上げます。明日から夫が被災地にてボランティアに行
　　　　　　きます。微力ですがお力になれたらと思っております。
齊藤稔
水口正行
南伊津美
太田貴司
橿尾輝之

松塚泰孝、福澤幹也、朝田健一、森陰輝夫、松本喜市、南伊津美
太田宏史、田中隆藤、太田貴司、藤岡茂樹、橿尾輝之、光山晃
田中義乃　各君

小寺邦夫、福澤幹也、朝田健一、長井眞見、森陰輝夫、松本喜市
齊藤稔、細川直人、中村栄子、藤岡茂樹、太田宏史、田中義乃
前田和寛、橿尾輝之、田中隆藤、野原哲也、南伊津美、太田貴司  各君


