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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

皆皆様こんにちは、お客様の紹介をさせて頂きます。
カバナー補佐の須賀原様です。
朝晩めっきり寒い季節になってきましたが、皆様体調の方はいか
がでしょうか。
私の方はそろそろコタツを出そうかと考えておりますが、田舎に
住んでいますと、この時期に、毎晩暖房をかけるとカメムシとの
戦いが始まり、嫌になりますが今年は特に多くて参っています。

　さて、今月はロータリー財団月間です。財団の始まりは RI の 6代目の会長であ
るアーチ・クランフが国際大会で「ロータリーが基金を作り、全世界的な規模で慈
善、教育、その他社会奉仕の分野で、何か良い事をしようではないか」と提案した
ことがきっかけです。又「我々はこの財団を今日明日の時点でなく、何年、何世紀
の尺度で見つめるべきです。なぜなら、ロータリーは幾世紀にもわたる運動だから
です。」とも言っておられます。
　簡単に言えば、国際ロータリーの奉仕活動をするうえで、目的を実現するための
資金管理・援助がロータリー財団です。財団の寄付の種類・補助金の枠組み、地区
補助金・グローバル補助金の仕組み等詳しいことは、クラブフォーラムの時に石橋
財団委員長よりお話があると思いますので、あえてここではお話ししませんが、
皆さんの寄付が奉仕活動の際に補助金として活用されるのです。
今年度に関しては、あじさい RCは卓球バレー・化石発掘の事業において補助金が
認められました。
多くの寄付でたくさんの奉仕活動ができるクラブになっていければと思います。
（ぜひ財団の補助金よろしくお願いします）
　最後になりますが今月末に国際奉仕に初めてタイに行きますが、これは特別会計
（ニコニコの積立金）
より小学校の水質改善事業に使わせて頂きます。今年度初めてタイのクラブとの事
業ですが、これを
きっかけにして、新たな友好が生まれれば、あじさい RCにとっても幸いになると
思います。

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　

同好会
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写真の広場

11月17日㈮

10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　36名
○届欠席者    29名　     ○出席率　 55%

○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
○ゲスト卓話

○閉会点鐘
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○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
○ゲスト卓話

○閉会点鐘

財団補助金委員会  地区委員長
宮西正伸様

光山晃、竹内義隆、小寺邦夫、齊藤稔
増田浩三、松塚泰孝、横山剛史
（情報集会第5班）
長井眞見、水口正行、松原淑裕、田中義乃
横山剛史、内海晴藏、加藤達夫、吉川浩司
朝田健一、太田宏史、南伊津美
（情報集会第2班）

細川直人、末永雄樹、前田和寛、吉川浩司
藤岡茂樹、松塚泰孝、藤井誠也、廣瀬充
坪川俊仁、梅本知恵理、中村栄子、服部宏和
近藤実（カラオケ同好会）

福井 RC　清水 慶造 会員
「ＲＬＩについて」　　　　　

11月誕生日の皆様 11月結婚記念日の皆様



ロータリー財団　寄付者

米山記念奨学会　寄付者

24 名 　　24,000 円　　今年度累計　499,035 円

ニコニコ箱報告 （順不同/敬称略）

19 名　26,000 円

17 名　17,000 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　523,500 円

11月30日（木）福井水仙RC 12月21日（木）福井水仙RC12月19日（木）福井フェニックスRC

11月28日（火）福井南RC　12月6日（水）福井北RC　12月18日（月）福井東RC
12月19日（火）福井南RC　12月20日（水）福井北RC　12月21日（木）福井RC
12月22日（金）福井西RC

11月22日（水）福井北RC　11月24日（金）福井西RC

卓　話 小柳 猛 会員

2017 年は数秘術で表すと『１』であり、東洋では一白水星で『１』

の年です。始まりを表す『１』が東洋と西洋で重なるのは、８１年に

１回の出来事となります。　昨今は、AI の進化で世の中が変わりつ

つある中で、世界情勢の変動も激しさを増しています。　新しい時代

に突入している実感があるのではないでしょうか。　さて、私は東洋

占術の第一人者と言われる黒門先生と交流しており、風水や奇門遁甲

などを学ばせて頂きました。　本日は、ガンにならない為の風水をご

紹介します。

《確認手順》

① まず、自宅の中心から見て、玄関の位置を確認しましょう。

② もし、事例の様に東方位に玄関がある場合、別紙の『ドアが

東にある部屋』という所を参照します。

③ この表は、下部が北方位としてみますのでご注意下さい。

④ すると事例の場合、東（表の右側）に『絶命』の最大凶が記

載されていますので、東方位の寝室があるとガンになりやすいと云う

事になります。

⑤ 資料を参照しながら、吉方位の寝室にするように心がけま

しょう。

風水は、氣の流れを科学する環境学とも言われています。今回の資料

は、中国医学のお医者様の研究発表によるものです。皆様とご家族の

健康と開運を呼び込む様にご活用いただけます事を願っております。

『ガンにならない為の風水術』

横山剛史　　須賀原ガバナー補佐ようこそ。これからもよろしく

　　　　　　ご指導お願いします。

廣瀬充　　　須賀原ガバナー補佐ご訪問ありがとうございます。

　　　　　　小柳会員卓話よろしくお願いします。

前田和寛　　先日、私が所属しているダンディ合唱団とマダムフェ

　　　　　　ニックスの皆さんと、九頭竜ワークショップに慰問演

　　　　　　奏に行きました。

南伊津美　　お誕生日プレゼントありがとうございます。

中村敏雄　　今月はロータリー財団月間。皆様の財団へのご理解ご

　　　　　　協力お願い致します。11月になって朝晩めっきり冷え

　　　　　　込むようになりました。

　　　　　　体調管理には気をつけて下さい。

小柳猛　　　本日「ガンにならない為の風水」を卓話させて頂きま

　　　　　　す。ありがとうございます。

山下徳太郎　良い天気で空気が乾燥していますので、火災には気を

　　　　　　つけて下さい。小柳会員の卓話楽しみにしています。

田中義乃　　葬式の為、早退します。すみません。

長井眞見　　霜月11月、いよいよ晩秋です。仏教訓より「人間の愚か

　　　　　　さはあらゆるものについて答えを持っていることだ」

小寺邦夫　　いよいよクルシミマス（クリスマス）の季節がやって

　　　　　　来ました。当店ノルマがキツい。予約お待ちしてます!!

藤岡茂樹　　そろそろインフルエンザの予防接種を打ちましょう

                      （薬局では打てません）

朝田健一　　24日（金）の地元森田小学校ＰＴＡの親子活動に向け

                      て日々忙しくさせて頂いております。ちなみに親子活

                      動の内容として、お父さんお母さんが先生になって普

                      段の仕事について授業形式で行って頂きます。

今田武　　　だんだん寒くなって来ましたね。今日もよろしく。

福澤幹也　　本日の小柳会員の卓話、楽しみにしています。

末永雄樹　　先日の迷球会、ありがとうございました。楽しませて

                     頂きました。11月も末永くよろしくお願いします。

高嶋隆博　　マイティ移転する事になりました。来年1月オープン

                     予定です。名前も新たに頑張りますので、どうぞよろし

                      くお願いします。

松本喜市　　皆さん！！風邪をひかないように!! 

尾川輝幸　　今日もよろしくお願いします。

橿尾輝之、近藤実、中村栄子、野原哲也、太田宏史、松原淑裕

石橋聖博、横山剛史、廣瀬充、松本喜市、藤岡茂樹、朝田健一、田中義乃
中村敏雄、高嶋隆博、山下徳太郎、野原哲也、太田宏史、南伊津美
尾川輝幸、近藤実、小柳猛、前田和寛、福澤幹也、末永雄樹　各君　

横山剛史、廣瀬充、長井眞見、松本喜市、末永雄樹、松原淑裕、小柳猛
山下徳太郎、南伊津美、田中義乃、朝田健一、中村敏雄、藤岡茂樹
尾川輝幸、橿尾輝之、高嶋隆博、近藤実　各君　　


