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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。
　6月は建築・土木に携わっておられる方は、よくご存じだと思いますが、
厚生労働省が定めた全国安全準備月間です。これは 7月 1日から 7日まで
の「全国安全週間」に向けて労働災害を防止するために産業界での自主的な
活動の推進と、職場での安全に対する意識を高め、安全を維持する活動の定
着を目的としています。
ここにいる皆様は経営者の方ばかりですから、社員の事故や健康面には十分

留意されておられるかと思いますが、大きな事故・災害を起こしますと企業の存続にまで影響す
るかもしれません。
どうか、ご安全に日々の仕事を続けて頂ければと思います。
　さて今月はロータリー親睦活動月刊です。
これに合わせ、今年度も家族会「家族旅行」を行いますが、すでにご通知のとおり、最終例会を
家族の方も参加していただける事にさせて頂きました。親睦活動は楽しいですよね。しかし
皆さんロータリー活動を家族、会社でお話をされておりますか？なかなか話す機会はないのでは
ありませんか？
　今日の RCは夜例会、明日は情報集会、今度は京都に委員会又地区大会、国際奉仕に海外に行っ
てくる、ゴルフ・カラオケ・麻雀同好会だから帰れない、夜の打ち合わせで、飲んでくるから遅
くなる。などなど（なんだか自分のことを言っているようで嫌ですが中には RCでなくても帰ら
ない方はおられるかもしれません）
ロータリーは遊んでばかりいるろくでもない集まりだと勘違いされていませんか？
　正直に言いますと、会長をさせて頂くことになって、当初より最終例会をどのようにしようか
と考えておりました。ロータリー活動をしていくうえで、ご本人はもとより、多少なりともご家族、
会社にもご負担をかけておられると思います。
言うまでもなく、会員各位はもとよりロータリー活動を続けて頂くためには、ご家族と会社の方
たちに、ご理解がないと続けることはできません。
今年度の事業を振り返りそしてロータリーへの理解を少しでもご家族に知ってもらって、
自分たちだけで楽しむより、皆で楽しく今年度を締めくくりたいというのが、当初からの思いで
した。（藤岡親睦委員長を始めご相談をさせて頂いた方には迷惑だったかもしれませんが）
　今回の最終例会は賛否があるかもしれませんが、単純に楽しんでいただきたいと思っています。
とうとう今年度私の任期も、後ひと月となりました。
つたない会長挨拶を後少しお付き合いしていただいて本日の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　 38名
○届欠席者    26名　     ○出席率　 59%

6月1日㈮

メイクアップ

6月8日㈮

6月22日㈮ 写真の広場
○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

○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

藤岡茂樹、古市恭也、橿尾輝之、森陰輝夫
長井眞見、中村栄子、武田幸夫、坪川俊仁
山下徳太郎（福井東 RC）
森陰輝夫（福井フェニックスＲＣ）

祝 ! !   6月 誕 生 日　　　　　　　結婚記念日の会員様



ロータリー財団　寄付者

米山記念奨学会　寄付者

22 名 　　22,000 円　　今年度累計　1,182,330 円

ニコニコ箱報告 （順不同/敬称略）

20 名　22,000 円

17 名　18,000 円

12:00～12:30

18:00～18:30
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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）

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　1,254,738 円

6月21日（木）福井水仙RC

6月14日（木） 福井RC          6月26日（火） 福井南RC
6月29日（金） 福井西RC

6月28日（木） 福井RC

第2回 情報集会発表

クラブ協議会　各委員会発表

テーマ　「自分のロータリー経験が自分の経営に生かされているか？」
第5班横山剛史　　今年度最後の理事役員会が終りました。

　　　　　　あと1か月よろしくお願いします。
廣瀬充　　　今日のクラブ協議会委員長の皆様、よろしく
　　　　　　お願いします。
今田武　　　久しぶりの例会です。今日もよろしく。
今野義隆　　結婚記念品ありがとうございます。結婚して
　　　　　　24年が経ちました。感謝！！
武田幸夫　　本日より社長から会長に変わりました。今後とも
　　　　　　よろしくお願いします。
野原哲也　　そろそろ痩せたい！自転車に乗ります。
松本喜市　　昨夜は呑みすぎました。体調不良です！！
細川直人　　母の葬儀の際はご会葬を賜り、誠に有難うござい
　　　　　　ました。母の分まで元気に頑張ります。
森陰輝夫　　今日から6月です。吹く風も夏めいてきました。
　　　　　　いつも元気でありたいです。
前田和寛　　ＲＣの合唱祭が明日の6月2日でした。入場は無料
　　　　　　です。よろしかったら聴きに来て下さい。
光山晃　　　結婚記念祝いありがとうございます。
山下徳太郎　いよいよ6月！あと１か月気を引き締めて行きま
　　　　　　しょう。ＳＡＡより
長井眞見　　明日、明後日（2日・3日）第23回福井シルバーバレ
　　　　　　ー交歓全国大会に出場します。シルバー57チーム
　　　　　　参加します。
　　　　　　仏教訓より「うれしい時でも悲しい時でも自分の
　　　　　　人生はそこにある」
島村真人　　お陰様で、本日より第7期目がスタートしました。
　　　　　　これも全て周囲の皆様のお陰です。
　　　　　　有難うございます。
末永雄樹　　６月もよろしくお願いします。
朝田健一　　誕生日祝いありがとうございます！！
藤岡茂樹　　最終例会お待ちしております。
近藤　実
田中義乃
太田貴司
佐々木一
中村栄子

横山剛史、廣瀬充、森陰輝夫、松本喜市、橿尾輝之、加藤達夫、近藤実
山下徳太郎、田中義乃、朝田健一、中村栄子、南伊津美、細川直人
藤岡茂樹、野原哲也、末永雄樹、太田貴司、島村真人、今野義隆
前田和寛　各君

横山剛史、廣瀬充、長井眞見、森陰輝夫、松本喜市、南伊津美
朝田健一、藤岡茂樹、末永雄樹、島村真人、山下徳太郎、橿尾輝之
太田貴司、松塚泰孝、田中義乃、細川直人、高嶋隆博　各君

・ロータリー活動＝売り上げではない。様々な経営者の方とお付き合いさせ
 ていただくことで自分自身を成長させ、人生経験の勉強をさせてもらっているという
  面で経営に役立っている。
・４つのテストに勇気付けられる
・色んな人との出逢いにより、自分の考え方のズレに対した物差しになっている。
・４つのテストを給料袋の中の社内報と共に掲載し、社員教育の一環に活用している。
・会社から例会会場まで距離があるが、皆様に支えられているので出席できている。
・医者としてだけではなく、経営者として勉強になる。役にたっているという確信がある。
・損得感情があると仲間になれない。一生懸命やっていると信用を得られる。
・職業柄、人と接することが少なかったため色んな方と出会うことができ非常に勉強に
 なっている。生かされている。
・社員には悩みなどなかなか見せられないが、ロータリーではそういったものも共有で
 き利害関係の無い付き合いができる
・友情の集いをさせていただいていることが経営に生かされている。
・色んな人との出逢いを持てたことが良い。
・園児がケガをしてしまったときなど、色んな方々にお世話になっている。
・４つのテストを大事に考え、行動している
まとめ
様々な業種の方々とロータリー活動を通じて出会えたことで、自分自身の成長につな
がり人生経験の勉強をさせてもらうことができ、社員さんには見せられない悩みなど
を共有することができる（利害関係の無い付き合いができる）“ロータリー活動は真の
友情を築くことができる“このことは皆様の経営に生かされている言うことではない
でしょうか。

2018/5/23　19:00～ブシェリ片町 13名参加
～自分のロータリー経験が自分の経営に生かされているか？
～のテーマの元、皆さまから活発な意見がございました。
一部抜粋しご報告いたします。

 ◆　会　　　計　◆　森陰輝夫
　横山剛史会長の『奉仕を考慮・実行し親睦を深める』というテーマに基づいた活動方針
　及び活動計画に沿って下記の点について実行できました。
１．事務局と連携しながらクラブ資金の保管及び受入れや支払い、報告を適正に行い、
　  厳正な会計処理ができました。
２．会員の拠出した貴重な資金である事を念頭に厳正かつ公正な資金管理を行うことが
     できました。
◆　Ｓ．Ａ．Ａ．　◆  山下徳太郎 
今年度は、例会を秩序正しい中にも楽しい雰囲気で運営するための進行役として、私語の
防止、不要な退席者への注意、会員やゲストを笑顔で迎え入れることに努めました。
また、親睦委員会と協力して、例会受付でのお迎えや挨拶を行い、例会の良いスタートの
環境作りに努めました。それらが、ロータリアンの最も基本的な責務である例会出席を、
有意義な物にする力に、少しは貢献できたと思っています。
最後に、会員の皆さんのご協力に感謝いたします。
◆　職業分類委員会　◆     加藤達夫
職業分類委員会は会員の職業を分類し、会員資格の基本を担当する委員会です。
会員皆様の尽力により職業分類に不動産が加わりました感謝いたします。次年度も頑張
って未充填の職業分類を増やしていけたらと思います。


