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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」

ガバナー　田中誠二

スローガン RI 第 2650 地区
2017～2018年度

前回の例会報告

皆様こんにちは。
お客様の紹介をさせて頂きます。
後ほど卓話をして頂く、福井県警察署　警備課　警備第二係長　
警部補　瀬尾　祐輝　様と
同巡査部長の　山埼　貴大様です。
例会見学に来られた、山東化学工業（株）代表取締役　社長　東

佳世さまです
ライラに参加される御素麺屋さんの　田中　美幸さまと　エースイン福井さんの米
村咲穂様です。ようこそおいでいただきました。
　先日日曜日に地区研修協議会ご参加の皆様ご苦労様でした。
当日は、朝田次年度幹事がレンタカーを借りて頂き、京都国際会館まで、往復運転
してもらったのですが、大型免許がないと運転できないので、朝田君には申し訳な
いと思いながら一人で運転していただき帰り、我々は車中宴会をさせてもらいまし
た。彼はとってもいい人ですから、次年度皆様のご協力をよろしくお願いしいます。
　さて、研修は〈全体会議〉〈分科会〉〈全体会議〉となっており、我が福井あじさ
いロータリー参加者は、ステージ最前列を確保して、全体会議に臨みました。
（ギリギリに会場に着いて、そこしか空いていなかったのですが）その中で次年度
に向かて「RI 会長テーマと重点項目・地区スローガンと方針」をガバナーエレクト
中川　基成氏より説明がありました。
次年度 2018-19 年度　国際ロータリー会長は　バリー・ラシン氏　バハマの方で
会長テーマは「インスピレーションになろう」を掲げられました。
よくインスピレーションとつかいますが、一般的には「霊感・直感からのひらめき・
瞬間的な思いつき」と言うことで用いると思いますが、鼓舞させる人、激励となる
人と言う意味もあります。
　どういう事かと言うと、抜粋すれば前向きな変化を生み出し、私たちが今日直面
する課題に勇気と希望、そして創造性を持って正面から立ち向かう意欲を、クラブ・
地域社会・そして組織全体から引き出すための「インスピレーション」となる必要
がある。と言っておられます。
（多分ここでは鼓舞させる人だとかってに解釈しました）
　あわせて、新ビジョン声明が発表されました。「私たちロータリアンは、世界で、
地域社会で、そして、自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むために、人びと
が、手を取り合って行動する世界を目指しています」
　これを受けて、次年度 2018-19 年度　第 2650 地区ガバナー　中川基成氏は、
地区スローガンとして「ロータリーを学び、実践し、発信しよう」を掲げられました。
　次年度、福澤会長をはじめ各役員・委員長の皆様はこれを受けていろいろな事業
を計画し忙しくなるとは思いますが今年度も、もうしばらくご協力をよろしくお願
いしご挨拶とさせていただきます。

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　
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2017-18 Presidential Theme

○現在会員　64名　　○出席者　 35名
○届欠席者    29名　     ○出席率　 55%

4月20日㈮

メイクアップ

同好会

4月27日㈮
職場訪問移動例会

5月11日㈮

5月誕生日、結婚記念日の祝い

○開会点鐘　１２時３０分
○国家斉唱
○ロータリーソング斉唱　「奉仕の理想」
○会長挨拶
○栄誉行事

○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　１２時３０分
○ロータリーソング斉唱　「それでこそロータリー」
○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

例 会 場 /  常山酒造

坪川俊仁、田中隆藤（新会員セミナー）
大島友治（第9回ＲＹＬＡ委員会）
廣瀬充、橿尾輝之、坪川俊仁、末永雄樹
藤岡茂樹、森陰輝夫（福井RC）

末永雄樹、横山剛史、廣瀬充、水口正行
松本喜市、辻川貴宏、細川直人（あじさい迷球会）
長井眞見、武田幸夫、森陰輝夫、大島友治
水口正行、小寺邦夫、下家茂、内海晴藏
横山剛史（パスト会）



ロータリー財団　寄付者

米山記念奨学会　寄付者

27 名 　　42,000 円　　今年度累計　1,043,400 円

ニコニコ箱報告 （順不同/敬称略）

14 名　15,000 円

10 名　12,000 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　1,107,738 円

ゲスト卓話

5月15日（火）福井フェニックスRC 5月17日（木）福井水仙RC

5月15日（火） 福井南RC　　5月22日（火） 福井南RC

写真の広場

横山剛史　　本日の卓話、福井県福井警察署警部補瀬尾様
　　　　　　巡査部長山崎様、よろしくお願いします。
廣瀬充　　　瀬尾様、山崎様、本日はありがとうございます。
藤岡茂樹　　花見例会お疲れ様でした。家族旅行お待ちしてお
　　　　　　ります。
田中義乃　　本日は失礼いたします。
小寺邦夫　　ＲＹＬＡに参加させて頂きます田中美幸です。
　　　　　　よろしくお願いします。
森陰輝夫　　東さん入会を期待しています。
　　　　　　4月15日の地区協議会・研修お疲れ様でした。
　　　　　　朝田さん運転ありがとうございました。感謝。
末永雄樹　　先日は迷球会お疲れ様でした。次回は5月17日木
　　　　　　曜日です。ご参加よろしくお願いいたします。
古市恭也　　ＲＹＬＡに参加させて頂きます米村咲穂です。
　　　　　　よろしくお願いします。
松本喜市　　先日のゴルフ迷球会楽しいひと時でした。また機
　　　　　　会があれば参加させて下さい！！
下家茂　　　5月8日、中日ＶＳヤクルト戦参加へ！
今野義隆　　田中さん、米村さん、ライラ頑張って下さい。
内海晴藏　　東さん、ロータリーに入ってね。
島村真人　　今日の天気に感謝。
山下徳太郎　良い天気の中、ゲストの皆さんようこそ！福井署
　　　　　　の瀬尾様、山崎様の卓話をしっかり聞きたいと思
　　　　　　います。
武田幸夫　　昨夜はパスト会楽しかったです。
福澤幹也　　先週の地区協議会ありがとうございました。
　　　　　　本日の卓話、福井署瀬尾様、山崎様よろしくお願い
　　　　　　します。
常山由起子　金沢国税局酒類鑑評会で、優等賞を受賞
　　　　　　致しました。
松塚泰孝　　先日の地区研修、とても勉強になりました。

瀬尾祐輝、太田宏史、橿尾輝之、野原哲也、藤井誠也、坪川俊仁
前田和寛、南伊津美太田貴司

横山剛史、廣瀬充、森陰輝夫、前田和寛、南伊津美、太田貴司
光山晃、松塚泰孝、坪川俊仁、島村真人　各君

横山剛史、廣瀬充、長井眞見、森陰輝夫、松本喜市、下家茂
田中義乃、中村栄子、南伊津美、野原哲也、坪川俊仁、太田貴司
島村真人、太田宏史　各君

警察から、この秋に開催されます国
体・障スポと、国体・障スポに向けた
警察の取組、官民連携について御説
明させていただきます。

　国体は、９月２９日（土）から１０
月９日（火）までの１１日間、障スポ
は、１０月１３日（土）から１０月１
５日（月）までの３日間開催されます。
　また、先催県の開催状況から、国体には天皇皇后両陛下が、障スポには皇
太子殿下が御来県されることが予想され、これに備えて、福井警察署も
様々な取組を行っているところです。

　御来県が予想されます天皇陛下につきましては、御承知のように退位を
控えており、福井県に来られるとすれば、おそらく最後の当県御訪問とな
ると考えられ、多くの歓送迎者が参集する他、天皇制度そのものに反対す
る勢力などによる反対行動なども考えられるなど、情勢は厳しいものがあ
ります。

　こうした中、警察としては、御対象の安全を確保するため、様々な取組を
行っているところですが、取組において、最も重要となるのが「官民一体と
なった取組」すなわち官民連携となります。

　例えば、治安を向上させ、不審者を寄せ付けないためにも、レンタカーや
不動産賃貸契約時などにおける本人確認の徹底、警察と一体となっている
ことの周知などが考えられ、こうした各事業者が出来る範囲で出来ること
を、警察と連携しながら取り組むことが重要となります。

　今後、警察から様々なお願いをすることがございますが、よろしくお願
い申し上げ、本日の説明を終わらせていただきます。ありがとうございま
した。

福井県福井警察署警部補　瀬尾祐輝様

福井県福井警察署警部補　瀬尾祐輝様国体・障スポに向けた警察の取組、官民連携について

田中美幸様
米村咲穂様

RYLA受講生 本日の卓話者
（御素麺屋勤務）

（ホテルエースイン勤務）

福井警察署の瀬尾様、山崎様
ニコニコ箱へのご寄付ありがとうございました


