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「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。
お客様のご紹介をさせて頂きます。
　始めに 18日の月曜日に発生した大阪北部の地震で、お亡くなりになられ
た方のご冥福と、一日でも早い復興を祈念させて頂きます。
3月16日の例会でも3.11東北の大震災のことをお話しさせて頂きましたが、
日本はいつどこで地震が来てもおかしくありません。なかなか地震に備える
ことは難しいかも知らませんが、日頃より心構えはしておかなければいけな

いと改めて思いました。
　暑い日が続いていますが、梅雨の鬱陶しさなのか、ワールドカップなのか寝不足が、続いてお
ります。日頃サッカーをそんなに見るわけではないのに、国際大会はやはり見てしまいます。日
本のグループ突破を期待して頑張ってもらいたいです。
　さて、先日の家族旅行にご参加の皆様お疲れ様でした。一日違いで何とか地震は、まぬがれ助
かりましたが、京都の貴船にて川床料理を、メインに貴船神社・大原三千院をめぐる旅行で、
京都は何度も行きましたが、貴船には初めて訪れました。
川床も初体験で、始めは２～ 3件ぐらいなのかと思っていましたが、10件以上は料亭が並んで
おり又観光客の多さに驚きました。
右源太・左源太にて川床料理を頂きましたが、とても風流がよく、当日も熱い日でしたがとても
涼しく頂けました。
（もし食事中に地震が来て、床が抜けて川に落ちていたら報道機関を賑わすことになってしまっ
た、何事もなくよかったです。）
　貴船神社は、創立年代は不明ですが、1300 年前にご社殿造替していることから極めて古い歴
史があり、主に水神を奉り絵馬の発祥の地だそうです。（詳しくは各自で調べてください）
三千院については、今更ご紹介するまでもありませんが、あじさいがとても綺麗でした。
（私を含めて何名かはバスの中で爆睡だったので、中には入らなかったのですが、駐車場から見
えました。）
　とうとう今年度も最終例会を残すだけとなりました。
ホテルあけぼのでの例会は今年度最後になります。
最後は皆様と楽しく締めくくりたいと思いますので、よろしくお願いします。

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　

本日の例会　第 758 回
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2017-18 Presidential Theme

○現在会員　64名　　○出席者　 38名
○届欠席者    26名　     ○出席率　 59%

6月22日㈮

メイクアップ

同好会

6月29日㈮

7月6日㈮ 写真の広場

○開会点鐘　19時00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

今野義隆（福井水仙 RC）
前田和寛（福井西 RC）
光山晃、松塚泰孝、田中義乃（福井 RC）

最 終 夜 間 例 会

2018-19年度  第1回例会

■開会点鐘　19時00分
■登  録  料　 5,000円

■受　　付　18時30分

近藤実、古市恭也、藤井誠也、辻川貴宏
島村真人、竹内義隆（麻雀同好会）

会場 / 炭火ステーキキッチン＆バル

○開会点鐘　１8時３０分
○国家斉唱
○ロータリーソング斉唱　「奉仕の理想」
◯新旧交代バッジ交換＆記念品贈呈
○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
○閉会点鐘

地区青少年育成委員　委嘱状交付　
川床料理　右源太大島友治会員

6月17日（日）恒例の家族旅行に行ってきました!!



ロータリー財団　寄付者

米山記念奨学会　寄付者

25 名 　　25,000 円　　今年度累計　1,226,330 円

ニコニコ箱報告 （順不同/敬称略）

17 名　19,000 円

14 名　16,000 円

12:00～12:30

18:00～18:30

　2018.6/22
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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　1,330,738 円

6月29日（金） 福井西RC

会 員 卓 話
自 己 紹 介

島村真人会員

　私は、投資用不動産売買、太陽光発電設備販売などを手掛け
る、株式会社フレアの代表取締役をさせて頂いております島
村です。ここにいらっしゃる皆様のご協力のもと、先日、福井
市大手2丁目に新事務所を移転する事が出来ました。この場を
お借りして、皆様にお礼申し上げます。有難うございました。
　本日は、福井あじさいRC今年度最後の卓話の機会を頂きま
して、誠に有難うございます。紅白歌合戦でも、白組の大トリ
は某事務所Jが飾ることになっております。大トリにふさわし
い卓話になるよう頑張ります。
　私が、福井あじさいRCと出会ったのは、本RCきっての人気
者である藤井会員とのご縁によるものです。藤井会員の勧め
で、皆様と交流を持つことができました。
私が本RCの会員になろうと思ったきっかけは、タイの小学校
への浄水設備の寄付を目の前で目撃し、それを受け取った子
供たちが喜んでいるのを間近に感じる事が出来たからです。
　私は、今年40歳になりました。この節目の年に、このような
体験ができた事は、私の残りの人生に、訓戒と、これからの道
しるべを得たように感じました。「人間人生50年、下天の内を
くらぶれば、夢幻の如くなり」と能の敦盛でも歌われているよ
うに、人生はまさに一瞬。50年を一つの区切りと考えれば、残
りの時間は10年を切りました。この短い時間のなかで、私が何
を成せるのか、また、成すべきか。その答えが、福井あじさいＲ
Ｃでの活動を通して、見えてくるように思えます。
　私一人では、何事も成し得ない。でも、皆様とともに考え、行
動、協力すれば、一人では不可能だったことも、可能になるか
もしれない。そう思いながら、ここでの活動に精一杯努めてい
きたいと思います。

横山剛史　　あと最終例会を残すのみとなりました。
　　　　　　最後までよろしくお願いします。
廣瀬充　　　今年度の例会もあと2回！涙が出ます嬉しくて。
　　　　　　島村会員卓話よろしくお願いします。
下家茂　　　島村さんの卓話楽しみです。
田中隆藤　　ようやく春作業一段落致しました。
細川直人　　会長、幹事お疲れ様でした。
前田和寛　　最終例会も出席しますが、会長、幹事一年間ご苦
　　　　　　労様でした。
島村真人　　新事務所が完成しました。ご協力を頂きまして
　　　　　　有難うございました。
堀川和子　　メーキャップにようこそ宮田さん！公私共に
　　　　　　いつもお世話になってありがとうございます。
山下徳太郎　先日のバス旅行、娘と沢山会話ができ、良い父の
　　　　　　日になりました。
太田貴司　　6月23日～24日産業会館にて、木のおもちゃ博
　　　　　　開催しております。皆様遊びに来て下さい。
　　　　　　本日は宮田さん例会参加ありがとうございます。
森陰輝夫　　島村さんの卓話期待してます。春の家族旅行楽し
　　　　　　かったです。
小寺邦夫　　先週の家族旅行楽しかったです！貴船の料理も
　　　　　　美味しかったです。
藤岡茂樹　　家族旅行に参加して下さった皆さん、お疲れ様
　　　　　　でした。ありがとうございます。とっても楽し
　　　　　　かったです。
梅本知恵理　暑い・・・。
松本喜市　　昨日は夏至でしたが、本当に日が長くなりました。
松原淑裕　　家族旅行ではお世話になりました。
田中義乃　　会長、幹事ラストスパートですね！
末永雄樹　　来週いよいよ最終例会ですね。どうぞよろしく
　　　　　　お願いします。
光山晃　　　横山会長、廣瀬幹事、各委員長の皆様、一年間ご
　　　　　　苦労様でした。
長井眞見　　昨日は夏至、暑い夏の到来も眼の前です。仏教訓
　　　　　　より「道を知っていることと
　　　　　　　　　　　　　　　　実際に歩くことは違う」
野原哲也、竹内義隆、朝田健一、佐々木一、藤井誠也

横山剛史、廣瀬充、森陰輝夫、松本喜市、松原淑裕、田中義乃
朝田健一、中村栄子、南伊津美、常山由起子、梅本知恵理、野原哲也
竹内義隆、太田貴司、田中隆藤、島村真人、前田和寛　各君

横山剛史、廣瀬充　平野嘉男、松本喜市、島村真人、松原淑裕
朝田健一、竹内義隆、南伊津美、佐々木一、太田貴司、光山晃
田中義乃、田中隆藤　各君


