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: 福井あじさいロータリークラブ 「愛着と誇り」
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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
本日のお客様をご紹介させて頂きます。
ガバナー補佐の須加原様です。
後ほどのクラブ協議会よろしくお願いします。
まず初めに九州北部地区を、襲った豪雨でお亡くなりになった方々に心より
お悔やみ申し上げ、又災害に合われた方々に一日も早い復興を祈念させて頂
きます。　　まだ記憶に残っているでしょうが、　平成16年7月18日の福井豪
雨の時には、旧美山地区では1時間に96ミリの猛烈な雨を記録し（美山町では

約1ヶ月分とされる総雨量がわずか1日で降ったとされる）。福井市中心部でも午前8時までの1時間
に75ミリの非常に激しい雨が観測されました。死亡者は4名、行方不明者は1名、全壊69戸、半壊140
戸となり、14,172戸が浸水する被害となっております。
私事ではありますが、当時自宅も床上浸水となり、その時には多くのボランティアの方に助けて頂き
ました。
もしロータリークラブにて何らかのご支援依頼があった場合には、ご協力のほどよろしくお願いし
ます。
さて、先週の第1回例会は、多数のご参加ありがとうございました。
これも、前期最終例会の盛り上がりによる賜物だと感謝し、今期一年　会員皆様が参加したくなる例
会を心掛けさせて頂きます。
会場設営は、Bプランとさせてもらいました。
今年度、例会行事によって配置を変えさせて頂き、秩序と親睦が深まる環境を整え、少しでも参加し
やすい場を提供できればと思います。
本日はクラブ協議会です。
先週の会長方針・年間スケジュールは、時間の関係上早口言葉になりよく分らなかったのではないか
と反省しておりますが、今日は私だけでなく、
各委員長が今期一年間、どのように活動していくかを、発表する場であります。
本日発表者だけでなく、お時間のある方、又入会まもない方はぜひオブザーバー参加して頂き、今年
度の各委員会計画をご確認してください。
季節がら体調を崩しやすい時期でありますが、会員皆様におかれましては、お体に留意して頂きまし
て本日の会長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・・・  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　言行はこれに照らしてから 
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写真の広場

7月21日㈮

7月14日㈮

7月27日㈭

RI会長　イアン H.S. ライズリー

2017-18 Presidential Theme

○現在会員　65名　　○出席者　42名
○届欠席者    23 名　    ○出席率　65%

○開会点鐘　１２時３０分
○国家斉唱
○ロータリーソング斉唱 「四つのテスト」
○友情の握手
○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
○総会
○卓話　坪川俊仁会員
○閉会点鐘

横山会長　挨拶 須賀原ガバナー補佐　挨拶

クラブ協議会風景

クラブ協議会

中村敏雄（第1回地区ロータリー財団委員会）
朝田健一、藤岡茂樹、福澤幹也、古市恭也、平野嘉男
廣瀬充、堀川和子、今野義隆、石橋聖博、加藤達夫
近藤実、前田和寛、増田浩三、松原淑裕、松塚泰孝
松本喜市、光山晃、水口正行、長井眞見、中村栄子
中村敏雄、小原弘明、太田貴司、西行茂、高嶋隆博
竹内義隆、坪川俊仁、梅本知恵理、内海晴藏
山下徳太郎、横山剛史（クラブ協議会）
藤岡茂樹、南伊津美、坪川俊仁、太田貴司、齊藤稔
辻川貴宏、横山剛史、廣瀬充、堀川和子
（親睦委員会打ち合わせ）

藤岡茂樹、廣瀬充、古市恭也、辻川貴宏、吉川浩司
山本英樹、朝田健一、藤井誠也、太田貴司、太田宏史
高嶋隆博、梅本知恵理、（Ｕ－51の会）

福井RC、福井あじさいRC
合同公式訪問例会

2017-2018 田中誠二ガバナー

○ 開会点鐘

会場/ユアーズホテルフクイ

12:25～

会員集合 12:00



ロータリー財団　寄付者

米山記念奨学会　寄付者

ニコニコ箱報告 （順不同/敬称略）

19 名　　19,000 円

15 名　　17,000 円

12:00～12:30

18:00～18:30

　2017.7/14

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/ 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

27 名 　　27,000 円　　今年度累計　75,000 円
前年度累計　77,000 円

8月24日（木）福井RC

                                  202017-18年度　福井あじさいロータリー会長方針

17-18年度イアン　ライズリーRI会長　国際ロータリーテーマ　　
ロータリー：変化をもたらす
「奉仕を通じて人々の人生に、地域に、世界に変化をもたらしひいては、ロー
タリアンそのものの人生を豊かに生きよう」
「ロータリーの枢軸である倫理観の重視と『超我の奉仕』の理念のもと、各クラブとロータリ
アンがそれぞれどのように変化をもたらすことができるか、自由に議論し、行動してほしい」
と述べられております。
2017-18年度　2650地区　田中　誠二　ガバナー　地区スローガン　
　愛着と誇り
人生や仕事、ロータリーに愛着と誇りをもって行動することで、それぞれのロータリー観を
醸成し、クラブの魅力を引き出し、よりよい地域つくりと、日本の発展・世界の平和と繁栄に
むけて、変化をもたらすことにつなげたい。　となっております。
それをふまえ我が福井あじさいロータリーのテーマは、
　「奉仕を考慮・実行し親睦を深める」とさせていただきます。
2016年規定審議会においてロータリー方針の見直しが行われ、クラブ運営大幅な柔軟性が認
められました。会員数の減少、平均年齢の高齢化に対応する為に、クラブが決定できる柔軟性
があるほど活気が生まれ、成長する傾向がある。　又、入会者が集まりやすく、新会員と現会員
のモチベーションが高まる。　このことがこれまでの調査と会員の経験で示されています。
2016-17年度  福井あじさいロータリークラブは内海会長の元、新たな事業に取り組みました。
会員拡大のために異業種交流会、出席率向上の為に集団メーキャップ、未来戦略計画委員会等
精力的な事業を行い、成果を上げてまいりました。
2017-18年度においても、引き継ぎ次の一歩に繋げたいと思っております。
ロータリークラブにおいて運営のあり方は個人各位様々です。奉仕を行うやり方に思いは違っ
ても、奉仕を行う事に違いはないはずです。各事業を通じて話し合い、考え、その中から信頼が
生まれ、親睦が深まると確信しています。　急激な変化は、混乱を招きかねませんが、RC・個人
の成長に変化は必要不可欠です。各位ロータリー観を尊重しつつ楽しいクラブを目指しますの
で、会員皆様方の好意と友情を賜り今年度のご協力よろしくお願いします。

事業計画
会員増強委員会
会員増強はクラブの発展・活性化には、欠かせないものです。異業種交流会は、今年度も行い増
員を目指す。又現会員の退会を阻止するための気配りを心掛ける。
出席委員会
出席率向上又各クラブの認識を深める為にも、集団メーキャップは年間通じて数回行う。
又Eクラブにてメーキャップが認められているので会員に周知する。
社会奉仕委員会
障害者スポーツ通じて・・障害者・高齢者の生きがい、活力を支援するため　あじさい杯卓球バレー
を10月14（土）開催する。　福井国体に向け身障者スポーツに貢献する。
青少年委員会
9月23日（土）に小学生を対象の事業を計画　5月の青少年月間にセミナー開催
国際奉仕委員会
フィリピンマカティRC・フィリピンマカティポブラシオンRCとの共同事業　バンコクスリウ
ォンRCとの連携・協力

ホームページの有効活用・高校生対象の模擬面接・RYRAの参加・ドラゴンリバー交流会に参加
同好会の活性化

例会について（会場監督『SAA』・親睦・ソングリーダー）
今一度基本に戻り例会開始30分前には準備する。　会場監督(SAA)・親睦・ソングリーダーは開始
10分前には受付に待機し、ゲスト・ビジターに対応する。
各月のロータリー月間に関連した委員会の卓話・デスカッションを行う。

横山剛史　　本日のクラブ協議会、皆様よろしくお願いします。
廣瀬充　　　本日のクラブ協議会、よろしくお願いします。
　　　　　　昨日の51歳以下の会、大変楽しかったです。
　　　　　　藤岡会長はじめ皆さんありがとうございました。
佐々木一　　暑いですね。
西行茂　　　・・・・お久しゅうございます・・・・・皆様にはお忘れな
　　　　　　きようお願いします・・・・。
太田宏史　　昨日の51歳の会、お疲れ様でした。楽しかったです。
内海晴藏　　ニューフェースの加藤さんを連れてきました。年内
　　　　　　に入ります。
山下徳太郎　今日のクラブ協議会、全員参加でのぞみましょう!!
近藤実　　　須賀原ガバナー補佐、本日宜しくお願いします。
福澤幹也　　須賀原ガバナー補佐、本日のクラブ協議会よろしく
                     お願いします。
石橋聖博　　毎日暑い日が続きますネ。体調くずさないように。
中村敏雄　　本日須賀原ガバナー補佐、ご指導よろしくお願いい
                     たします。九州北部豪雨連日の報道、胸が痛みます。
                     一日も早い復興、心より願っています。
　　　　　　暑い日が続きますが、熱中症にくれぐれも油断せず
                     体調管理に心掛けてください。
武田幸夫　　会場レイアウトが変わると、気分一新しますね！
長井眞見　　全国至る所で、地震や豪雨。福井に住んでいることに
                      感謝。
藤岡茂樹　　昨日「51歳以下の会」開催しました。大変盛り上がり
                      、とても楽しい会でした。
前田和寛　　今日は35度以上の猛暑日のような気温ですが、バテ
                     ないように気を付けます。
下家茂　　　今月号のロータリーの友「友愛の広場」を、メンバー
                      の方読んでください。
松塚泰孝　　ホームページ更新頑張ります。
松本喜市　　今日は異常な暑さで参りました。熱中症に気を付け
                     ましょう。
松原淑裕　　横山会長、廣瀬幹事、一年間よろしくお願いします。
梅本知恵理　須賀原ガバナー補佐、ようこそいらっしゃいませ。
坪川俊仁
竹内義隆
太田貴司
藤井誠也
山本英樹
南伊津美
 小原弘明

石橋聖博、横山剛史、廣瀬充、長井眞見、松本喜市、内海晴藏、西行茂
梅本知恵理、今野義隆、松原淑裕、金沢浩司、坪川俊仁、南伊津美
藤岡茂樹、太田貴司、中村栄子、中村敏雄、佐々木一、朝田健一  各君

平野嘉男、横山剛史、廣瀬充、松本喜市、内海晴藏、前田和寛、光山晃
坪川俊仁、中村敏雄、佐々木一、太田貴司、藤岡茂樹、南伊津美
朝田健一、松原淑裕　各君


