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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。
お客さまの紹介をさせて頂きます。
　今月は連休で第一週の例会が休会となりましたが、皆様にとってはいいお
休みだったでしょうか。
今年の天候は比較的に恵まれ、特に前半気温は 30度近くまで上がり、外で
のイベントや作業をされた方は、大変だったのではないのでしょうか。

個人的には娘の所まで車で行ったのですが、広島まで約 530 キロ　約 6時間半　次の日はアメ
リカの日本庭園専門誌（ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデン）が 15年連続日本一の庭
園に選ばれた島根県の足立美術館まで約 200 キロ往復、帰りは広島と岡山の県境にある福山市の、
鞆の浦（とものうら）を観光して、約 600 キロ　トータル約 1.600 キロを 28日から 30日の３
日で走破してきました。
正直足立美術館の庭園は、素晴らしかったですし、横山大観を始めとする近代日本画のコレクショ
ンは、一見の価値があると思いますが、ただただ疲れました。
（ちなみに福井の養浩館は 6位にランクインしていました。過去には 3位に 3回なっています。）
　さてロータリークラブ 5月は青少年奉仕月刊です。若い人々の育成を支援するすべてのロータ
リー活動に焦点を当てる「青少年奉仕月刊」です。ロータリークラブは、この月間中、クラブの
ニュースレターやその他の広報資料に「各ロータリアンは青少年の模範」のスローガンを利用す
るよう推奨されております。　
2650 地区のロータリー青少年指導者育成プログラム（RYLA）も例年 5月に行われております。
先月ご紹介した、御素麺屋の田中さんとエースイン福井の米村さんには、今月 18日より 3日間
参加されますが、クラブフォーラムにて体験報告をして頂けると思います。
　今月も情報集会、集団メーキャップ、福井フェニックス RC25 周年例会、福井県下会長・幹事会、
新旧役員会など予定が詰まっておりますが、皆様も今月もロータリーを楽しんで頂いて、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　

本日の例会　第 753 回
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2017-18 Presidential Theme

○現在会員　64名　　○出席者　 34名
○届欠席者    30名　     ○出席率　 53%

5月11日㈮

メイクアップ

同好会

5月18日㈮

5月25日㈮

○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
○卓　話　

○閉会点鐘

○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

写真の広場

東海北陸バリアフリー交流会
実行委員　横田裕子様　北山知春様

吉川浩司、藤井誠也、常山由起子、南伊津美
竹内義隆、中村栄子、西行茂、高嶋隆博
橿尾輝之、藤岡茂樹、森陰輝夫、下家茂
武田幸夫、横山剛史（情報集会第3班）
朝田健一、今野義隆（福井RC）

下家茂、森陰輝夫、橿尾輝之、竹内義隆
廣瀬充（旅倶楽部）

祝!!  5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

26 名 　　29,000 円　　今年度累計　1,103,400 円

ニコニコ箱報告 （順不同/敬称略）

18 名　20,000 円

10 名　13,000 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　1,168,738 円

6月21日（木）福井水仙RC

5月22日（火） 福井南RC       6月5日（火） 福井南RC　　6月14日（木） 福井RC
6月26日（火） 福井南RC       6月28日（木） 福井RC　　  6月29日（金） 福井西RC

次年度会長方針発表　　福澤幹也会長エレクト

『集いて学び　集いて奉仕　ロータリーを楽しもう』
　国際ロータリー　バリー・ラシンRI 会長は、
　『BE THE INSPIRATION （インスピレーションになろう）』
　「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
目指す」と　されました。
　そして、2650 地区中川基成ガバナーは、『ロータリーを学び、実践し、発信
しよう； Enjoy Rotary』とされました。
　これを受けて我があじさいクラブでは、見出しのテーマに致しました。
　次年度の委員長の皆さんの中には、ロータリー歴が比較的若い皆さんに
も就いて頂きました。新しい風を吹かせて頂く事を狙っているところです。
　皆さんは、このあじさいクラブに入会され、今ここに居られます。
　ロータリー歴が少なく何も分からないから、発言しない!色々な行事にも
参加しない!と考えていると、楽しくないと思います。何でも話し合える、聞
ける、教え合える事がクラブ発展に繋がるのではと思っています。
　今月からも始まりました情報集会、一つのテーマを委員長さんが提示し
てくださり、そのテーマについて飲食を共にしながら話し合いを盛り立て
て頂いています。小さな疑問や気付いたことをみんなの話題に話し合い、そ
れがロータリーの奉仕に繋ぐことができないか、一度の我々の奉仕が継続
的な助けになる為にはどんな奉仕ができるのかを、膝を交えて話し合うの
が大切な事と思います。
　次年度の重点項目として、会員増強・地域への奉仕活動・クラブ奉仕を挙
げています。会員増強は今の会員数の基に３名程度増やす、女性会員は数名
増やしていきたいと考えています。皆さんのご協力をお願いします。
　奉仕事業として、地区財団補助金を利用する「幼少期の子ども達に社会の
ルールやマナーを知らせる活動」を計画しています。
　この福井に育ち次世代を担う大事な子ども達を、我々福井に生きる大人
達が時には温かくに見守り、時には優しく導く事ができる社会にしていき
たいと考えます。
　開催は、11月6日(火)　福井フェニックスプラザを会場に、劇団飛行船の
協力を得て、県下の小学校に入学を控える５歳児を対象に開催します。
　その他、青少年補助金を利用する子ども達への絵本贈呈と読み聞かせ事
業やロータリーデーの開催を計画しています。
　国際奉仕としては、今年度と次年度の委員長さんで計画して頂いていま
すが、タイスリウォンRCへの訪問や連携協力をしていきたいと考えていま
す。　市内２クラブからの合同例会の依頼も届いています。
　内容的に盛り沢山のプログラムになり今から焦っていますが、どうか会
員各位のお力を戴き、楽しいクラブ運営にご協力賜りますようお願い致し
ます。

横山剛史　　福澤エレクト、会長方針よろしくお願いします。
朝田健一　　次年度会長方針発表を拝聴させて頂きます！！
橿尾輝之　　昨日の情報集会楽しかったです。ありがとうございます。
森陰輝夫　　当事務所の事業承継のセミナーに興味のある方はご参
　　　　　　加下さい。6月14日（木）です。須賀原ガバナー補佐様、
　　　　　　いつも良くして頂いてありがとうございます。
長井眞見　　毎晩、かえるの大合唱を聞きながら眠るこの頃です。
　　　　　　仏教訓より「往生（おうじょう）の生（じょう）は生まれる
　　　　　　というほかに生きるという意味がある」
小寺邦夫　　明後日は「母の日」です。ケーキのプレゼントはいかが！
　　　　　　ご注文頂いた方ありがとうございました。
藤岡茂樹　　家族旅行の締め切りが近くなっております。多数の御参
　　　　　　加お待ちしております。
常山由起子　前回の例会は、ありがとうございました。
西行茂　　　お久しぶりですが、皆様には暖かく声をかけていただき、
　　　　　　ありがとうございます。
梅本知恵理　今週日曜日、歌の発表会があります。「夜桜お七」楽しく
　　　　　　歌いま～す♪
末永雄樹　　今日は長女の誕生日です。おじゃまっテレに出ます。
前田和寛　　今朝の寒さから一転、今は暑くなり寒暖差のはげしい時
　　　　　　には体調管理に気を付けないといけないですね。
堀川和子　　連休明けに、息子嫁ちゃんのはからいで、スカイツリ－
　　　　　　の土台見学に行って来ました。スカイツリーを支えてい
　　　　　　る土台を触ったり、説明を受けたりして一般人にはなか
　　　　　　なか出来ない経験で楽しかったです。
松本喜市　　須賀原ガバナー補佐ようこそ！！西行さんお久しぶり
　　　　　　です。
近藤実　　　福澤エレクト、次年度は頑張って下さい。
武田幸夫　　須賀原さん、珍しいピンバッジありがとうございます。
福澤幹也　　結婚記念祝いを頂いて。
齊藤稔　　　夏そばの播種（種まき）が終りました。7月中旬には
　　　　　　新そばです。
坪川俊仁、水口正行、佐々木一、中村栄子、太田貴司、松原淑裕、小原弘明
麻雀同好会

横山剛史、長井眞見、森陰輝夫、松本喜市、光山晃、松原淑裕
今野義隆、朝田健一、松塚泰孝、中村栄子、南伊津美
梅本知恵理、藤岡茂樹、坪川俊仁、近藤実、太田貴司、齊藤稔
前田和寛　各君

横山剛史、森陰輝夫、松本喜市、坪川俊仁、齊藤稔、佐々木一
南伊津美、藤岡茂樹、太田貴司、朝田健一　各君


