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7月21日㈮

8月4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　40名
○届欠席者    25名　    ○出席率　 62%

○開会点鐘

○バナー贈呈 ○謝   辞

○ガバナーアドレス

○国歌斉唱
○ロータリーソング

第720回例会 7月27日㈭ 会場/ユアーズホテルフクイ

12:27～

12:58～

13:45～

～ガバナー御一行様紹介

～お食事～

○会長挨拶
○幹 事 報 告
○委員会報告福井RC  平野会長

福井RC  平野会長

「奉仕の理想」

福井あじさいRC  武田パスト会長

福井RC、福井あじさいRC 

福井RC、福井あじさいRC 

福井RC、福井あじさいRC 

○乾　杯 福井RC 宮﨑宮﨑パストガバナー

○会長挨拶 福井あじさいRC  横山会長

本日の例会 2017-2018 田中誠二ガバナー 福井ロータリークラブ、福井あじさいロータリークラブ合同公式訪問例会

～田中誠二ガバナー

（5F スタジオ）

○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
○ロータリーソング 「手に手つないで」

○ガバナー御一行様を囲み記念撮影

福井あじさいRC  横山会長

福井RC、福井あじさいRC 

細川直人（第4回地区会員増強拡大・学友委員会）
今野義隆（第1回青少年奉仕担当者会議）
福澤幹也（ＲＬＩパート１研修会）

横山剛史、藤井誠也、山本英樹、近藤実
竹内義隆（麻雀同好会）

○開会点鐘　１２時３０分
○国家斉唱
○ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」
○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
○クラブフォーラム　会員増強委員会　　

○閉会点鐘

8月誕生日、8月結婚記念日の祝い

2017-18年度  RI 第2650地区　田中誠二ガバナー
　　　　　　　プロフィール
氏　　　名　田中誠二 （たなかせいじ）
　　　　　　2017-18年度　国際ロータリー第2650地区ガバナー
所属クラブ　京都東ロータリークラブ
生年月日    1957年 6月11日生
最終学歴    1981年(昭和56年) コーネル大学 ホテル経営学部 卒業
　　　　       1984年(昭和59年) コロンビア大学経営大学院 経営
                      修士課程修了(M.B.A.取得）
職　　　業    学校法人 大和学園　理事長・学園長
職業分類     職業教育

○ロータリー歴
クラブ関係
1999年9月3日 京都東ロータリークラブ入会
2005～2006年度 S.A.A.
2007～2008年度 幹事
2010～2011年度 理事、職業奉仕委員長、創立55周年実行副委員長
2013～2014年度 理事・会長
地区関係
2002～2003年度 地区財団奨学金・財団学友委員
2003～2004年度 地区財団奨学金・財団学友副委員長、R.I.2004年国際大会実行委員会 第11翻訳・記録部会委員
2004～2005年度 地区財団奨学金・財団学友副委員長
2006～2007年度 地区財団奨学金・財団学友委員長
2015～2016年度 地区ガバナーノミニー、地区ガバナー補佐
2016～2017年度 地区ガバナーエレクト
○その他
ロータリー財団メジャードナー　ベネファクター　米山功労者メジャードナー
○職歴
学校法人　大和学園　理事長・学園長
○その他団体役職
京都府私立学校審議会　委員
一般社団法人 全国栄養士養成施設協会　副会長
公益社団法人 全国調理師養成施設協会　副会長、近畿中国四国地区　代表幹事
一般社団法人 京都府専修学校各種学校協会　会長
公益財団法人 京都文化コンベンションビューロー　理事
京都商工会議所　常議員、観光･運輸部会 部会長
社団法人 京都青年会議所　第46代理事長
○その他
2000年12月　京都府知事表彰　教育功労賞　受賞
2010年 9月　栄養関係功労者　厚生労働大臣表彰　受賞

細川直人委員長



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）

17 名　　19,000 円

13 名　　13,000 円

12:00～12:30

18:00～18:30

　2017.7/21
皆様こんにちは
先日　科学技術高校に模擬面接の打ち合わせに伺った時の
お話ですが、
今年　福井の求人倍率は東京を抜き全国１位2.09倍科学技
術高校においては4倍だそうです。当社も新卒者に求人をし
ておりますが、ここ2～３年は新卒者の採用が出来ておりま
せん。
何とかしなくてはいけないと思っていろいろ考えてはいる
のですが、なかなか厳しい状況です。
なぜ福井がこんなにも求人が多いのかを、考えてみますと地

方都市にありがちな新卒者が県外に進学・就職し若年層の流失が多く「生産人口が少
ない」
そのことにより高齢者の比率が大きくなる医療・介護の人員が不足する　
高齢者と女性が労働力の中心　団塊世代の大量退職による人手不足
原発のある地域は倍率が高い地方の構図がある。　建築・土木の求人が多く誰も受け
ない　新幹線及び国体に伴う建築・土木の集中発注など様々でありますが、根本的に
は若年層の流失がすべてではないかと思っております。
なぜ日本で一番幸せな県（幸福度ランキング）では１位の福井県から若年層が少なく
なるのでしょうか
幸福度ランキングでは１位の福井県から富山・石川と続き　人口の少ない県が上位20
位となっています。（ちなみに最下位は大阪府）
全国都道府県魅力度ランキング1位は北海道、福井は41位　住みたい街ランキング１
位は神奈川県横浜市　福井県は44位の大野市　56位の鯖江市　　100位の小浜市、　
福井市は100位圏外でわかりません。（悪く言うとランキングは、さまざまであてにな
らない・地方は年配者が幸せなだけなのかもしれない）　
若年層の減少は、地域社会そしてわれわれ会社の衰退です。
若い世代が『住みたい』『生活したい』『移住したい』と思える福井の魅力作りをRCの中
で今以上に考えていかなければならない時期が来ていると思っております。
うまく話がまとまらなかったですが、来週はガバナー公式訪問です。
昨年に引き続き福井RCとの合同で７月27日木曜日　ユアーズ福井ですのでお間違え
無いように
多くの皆様とお出迎えしたいと思いますので是非出席のほどよろしくお願いします。
尚、本日は総会です。
前期決算と今期の予算をご理解して頂き今期において、有効に活用させて頂きたいと
思いますので
皆様のご理解、ご協力をお願いし　本日の会長挨拶とさせていただきます。
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

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

写真の広場

34 名 　　45,235 円　　今年度累計　120,235 円
前年度累計　105,000 円

8月24日（木）福井RC 8月25日（金）福井西RC

8月24日（木）福井水仙RC

福井北RCよりIMのPRに
松宮会長、安田副委員長
来訪

新会員紹介

松宮実・安田亨　今日は10月28日担当しますＩＭへの全員登録全員参加
                           のお願いに参りました。宜しくお願い申し上げます。
横山剛史　　末永様入会おめでとうございます。本日の総会よろしくお
                      願いします。
廣瀬充　　　たくさんのお客様ご訪問ありがとうございます。末永会員
                      入会おめでとうございます。
末永雄樹　　本日入会させて頂きました末永です。末永くよろしくお願
                      いします。
山下徳太郎　暑い、暑い!この頃ですが明日「お堀の灯」のイベントが中央
                      公園やお堀で行われます。是非お越し下さい。
近藤実　　　末永会員、今後とも宜しくお願いします。
南伊津美　　末永さん、ようこそ。
今野義隆　　福澤さん、今田さん、お世話になりありがとうございました。
朝田健一　　末永様、改めましてよろしくお願いします。
松本喜市　　今日も暑いです！
今田武　　　新年度初出席です。今日もよろしく。
内海晴藏　　末永さん入会ありがとう。すえながく！
前田和寛　　連日の猛暑で熱中症にならないよう注意します。
森陰輝夫　　今日の決算報告よろしくお願いします。
尾川輝幸　　暑さも本格的になってきました。バテないように気を付け
                     ます。
武田幸夫　　ちょっと早退させていただきます。
太田貴司　　本日の気温は34度まで上がるそうです。体調管理に気を付
                      けましょう。
藤岡茂樹　　夏本番！！水分補給！！塩分補給！！睡眠！！
長井眞見　　先日105歳で死去された生涯現役の日野原医師が「75歳か
                      ら第3の人生である」と言っておられました。私も第3の人生
                      を謳歌したいものです。
中村栄子　　毎日暑いですね！！暑中お見舞い申し上げます！！
中村敏雄　　連日真夏日、今後１週間続くとのこと。こまめな水分補給を
                      取って下さい。
　　　　　　今日から小、中学校夏休み。朝から孫のラジオ体操、この時
                      期朝早く起きるのは、健康のためにも気持ちがいいです。
小寺邦夫　　全英オープン、 松山くん-2の12位発進。寝不足が続きそう
                     です。
大島友治　　末永会員入会おめでとうございます。本日早退します。
高嶋隆博　　毎日暑いですね。皆さん熱中症に気を付けて下さい。
堀川和子　　福井北ロータリークラブの松宮さん、安田さんようこそ！
                     ＩＭは障がいスポーツを理解し、未来へつなげよう！という
                      事ですが、あじさいロータリークラブもＩＭの1週間前に、
                      障がい者スポーツの卓球バレー大会を開催します。ＩＭの
                      意図とあいまってタイムリーですネ！会長！
細川直人　　本日より入会の末永さんを皆様よろしくお願い致します。
坪川俊仁　　大変つまらない卓話におつきあいいただく事となりました。
                     申し訳ございません。
小柳猛　　　成功に導く風水師、黒門（こくもん）先生を福井にお呼びしま
                      す。ご参加お待ちしております。
麻雀同好会　明日、麻雀同好会開催いたします。出席される方は竹内又は
                      藤井までご連絡下さい。
水口正行、田中義乃、山本英樹、太田宏史、小原弘明

横山剛史、廣瀬充、森陰輝夫、小寺邦夫、松本喜市、内海晴藏
田中義乃、坪川俊仁、小柳猛、山本英樹、金沢浩司、今田武
橿尾輝之、尾川輝幸、中村栄子、太田貴司、中村敏雄　各君

横山剛史、廣瀬充、森陰輝夫、松本喜市、内海晴藏、坪川俊仁
高嶋隆博、田中義乃、橿尾輝之、太田貴司、尾川輝幸、細川直人
各君

新規入会させていただきました
末永雄樹です。
『ロータリークラブ』をしっかり
理解し、活動していきたいと思っ
ています。
末永く、よろしくお願い致します。


