
会報　2018.4.13　　749号

: 福井あじさいロータリークラブ 「愛着と誇り」
国際ロータリー第2650地区

会長 /横山 剛史　　　会長エレクト /福澤 幹也　　　副会長 /田中義乃　　　幹事 /廣瀬 充　　　副幹事 /朝田健一

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。
ガバナー補佐　須賀原様です。ようこそおいで頂きました。
　只今新会員セレモニーがありましたが、今月より島村君が新たな仲間
になっていただきました。
ご存知の方もおられると思いますが、タイでも事業をされており国際奉
仕に関心があると伺っております。
後ほど自己紹介をして頂きますが、皆様よろしくお願いいたします。

　桜も満開も過ぎて、来週 13日の花見例会には花弁が散って葉桜になっていまわないかと、
少し心配しておりますが、足羽山は少し遅れて咲きますから何とか残っていることを期待した
いと思います。
　そして、すでにご案内の通り今週 7・8日は京都東 RC主幹による地区大会が京都市勧業館「み
やこめっせ」にて開催されます。内容は例年とそんなには変わらないプログラムだと思います
が、まだご参加したことのない方や入会間もない方はぜひ次年度ご検討してください。
　さて、4月は母子の健康月刊です。5歳未満の幼児・妊婦の死亡率と羅患率の削減、より多
くの母子に対する基本的な医療サービスの提供、保険従事者を対象とした研修、保険ケアの提
供、専門職業人のための奨学金を強調する月刊です。
今、世界では 5歳以下の子供たちが毎年約 590 万人命を落としているといわれています。
主な原因は、栄養失調・医療の衛生設備の欠如など、予防が可能なものが大半です。
すべての母子が医療を受けられるように、そして出産で命を落とす母親がいなくなり子供たち
が元気に成長できるように RCは支援活動に取り組んでおります。
　昨今、日本では貧困なのか、精神障害なのか原因はわかりませんが、児童虐待・放置などの
ニュースが多く流れております。わが福井あじさいロータリークラブでも予算・スケジュール
の調整はありますが、何かお手伝いできることがあるかもしれません。
母子を守る事業を行っている行政・ボランティア団体を知っている方、こんな活動をしている
所があるとご紹介していただければ、支援させていただくことが出来るかもしれませんし、等
RCにとっても支援できれば素晴らしいことだと思います。
　5歳以下の子供がいられる方は少ないでしょうし、私も含めて子育ては終わった方がほとん
どだとは思いますが、子供たちの笑顔は見ているだけで、幸せな気分になれます。
今年度は出来るかどうか分かりませんが、いろんな情報をお願いし、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　 35名
○届欠席者    29名　     ○出席率　 55%

写真の広場

4月6日㈮

メイクアップ

4月13日㈮
花見例会

4月20日㈮

○開会点鐘　18時30分
○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

 木の芽屋

○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
　福井警察署警備課　瀬尾祐輝様
○閉会点鐘

朝田健一、内海晴藏、梅本知恵理、大島友治
橿尾輝之、小寺邦夫、近藤実、齊藤稔
末永雄樹、田中義乃、田中隆藤、坪川俊仁
廣瀬充、福澤幹也、藤岡茂樹、堀川和子
前田和寛、松原淑裕、松本喜市、光山晃
森陰輝夫、横山剛史（地区大会）

祝!!  4月誕生日
       結婚記念日の会員様

祝!! 入会 島村真人会員
タイ旅行では、お世話になりました。
これからも宜しくお願いします。



ロータリー財団　寄付者

米山記念奨学会　寄付者

21 名 　　21,000 円　　今年度累計　    980,400 円

ニコニコ箱報告 （順不同/敬称略）

19 名　30,000 円

10 名　10,000 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　1,042,738 円

卓　話

5月15日（火）福井フェニックスRC 5月17日（木）福井水仙RC

4月24日（火） 福井南RC　　4月25日（水） 福井北RC　　5月15日（火） 福井南RC
5月22日（火） 福井南RC

横山剛史、廣瀬充、松本喜市、福澤幹也、島村真人、前田和寛、光山晃
南伊津美、近藤実、田中義乃、山下徳太郎、中村栄子、常山由起子
朝田健一、今野義隆、藤岡茂樹、太田貴司、坪川俊仁、田中隆藤   各君

横山剛史　　新会員島村君を祝して！これからよろしくお願い
　　　　　　します。
廣瀬充　　　島村新会員、末永くよろしくお願いします。
　　　　　　辻川会員、卓話楽しみにしています。
島村真人　　この度は、福井あじさいロータリークラブへ入会
　　　　　　させて頂きまして、有難うございました。幸せの
　　　　　　「和」を広げていけるよう頑張りますので、よろし
　　　　　　くお願いします。
福澤幹也　　辻川会員の卓話、楽しみにしています。本日、県庁
　　　　　　に書類提出があり早退します。
齊藤稔　　　桜は散り際が美しいですね。
細川直人　　島村さん、入会おめでとうございます。今後もどん
　　　　　　どん会員増強推し進めていきます！！
松本喜市　　辻川会員の卓話楽しみにしています。須賀原ガバ
　　　　　　ナー補佐ようこそ！！
田中隆藤　　島村さん、ご入会おめでとうございます。
田中義乃　　辻川さんの卓話、楽しみにしております。
前田和寛　　今日の雨風で桜がだいぶ散ってしまいますね。
　　　　　　島村さん、これから宜しくお願いします。
長井眞見　　2月の豪雪がうそのように境内では桜が今満開
　　　　　　です。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」
常山由起子　4月8日（日）浜町未来酒場がグリフィス館前広場で
　　　　　　開催されます。お時間があればお越し下さい。
大島友治　　島村さん、入会おめでとうございます。
藤岡茂樹　　桜は今週末まででしょうが、来週は花見例会です。
　　　　　　よろしくお願いします。
朝田健一　　島村様、ご入会おめでとうございます。
藤井誠也　　今日は島村さんの入会日です。大変喜ばしいこと
　　　　　　です。皆様よろしくお願いいたします。
近藤実　　　島村さん、今後ともよろしく！！辻川さん卓話
　　　　　　頑張って下さい！
山下徳太郎　島村さんの入会を心より歓迎いたします。
　　　　　　辻川会員の卓話、しっかり聞かせてもらいます。
坪川俊仁
佐々木一
太田貴司

アジサイ一怪しい男と大変
な誤解を受けております。
辻川でございます。
　今日は皆様に、その誤解
を解いていただこうとおも
いましてお時間を作って
いただきました。
　まずは、会社の説明から
私の会社はヒカリレンタ中日本株式会社ともうします。
ＬＥＤのレンタルを生業としております。そしてＬＥＤの普及による低炭
素社会への貢献をもくてきとしております
スローガンは「100 年後の地球と子どもたちの未来を考える」です。
では LEDの普及をすることによりどうやって「100 年後の地球と子どもた
ちの未来を考える」ことにつながっていくかお話してまいりたいと思いま
す。
　まずはじめに、みなさん「地球温暖化という言葉をご存知でしょうか？
地球温暖化とは簡単に申しますと、今までは地球の自然で吸収されてい調
和の取れていた二酸化炭素の量が増えすぎ、環境体型が崩れだしていると
いうことなんです。
問題は、二酸化炭素が増えすぎているということなんです。
　それに対する　世界と日本の取組みが「カーボン・オフセット」という
ものです。カーボン・オフセットとは、出した分を吸収してチャラにする
という考え方です。どうやってチャラにしていくか？
　環境対策プロジェクトに出資したり、またはそうゆう企業に
政府がお金を出すということなんです。
それをわかりやすくどんな企業でも参加できるようにする仕組みが
私どもが提供するカーボンレンタなのです。
　カーボンレンタに参加するだけで、地球環境に貢献できるというわけな
んです。
そのカーボンレンタに参加するには、今ある照明器具をＬＥＤに変え、
私どもヒカリレンタからＬＥＤをレンタルしていただければお気軽に参加
できます
初期投資不要・工事費不要・解約違約金なし（1年更新）でお手伝いさせ
ていただきます。
　最後に
「我々はこの大地を先祖から引き継いだものではない。我々はこの大地を子
孫から借りている」
アメリカ先住民族のこの諺は、地球が、私たちに多くのものを与えてくれ
たように次世代に対し、私達の子供や孫に、彼らのニーズを満たせるだけ
十分なものをのこしていかなければならないという意味です。
　弊社は、この事業に協力参加して頂けるパートナー様を広く募集してお
ります。地球環境貢献に興味のある企業様ご紹介ください。

辻川隆弘会員

ＬＥＤ導入のご案内

横山剛史、廣瀬充、松本喜市、坪川俊仁、田中隆藤、太田貴司
藤岡茂樹、南伊津美、齊藤稔、島村真人　各君


