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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。

昨日は、あじさいゴルフにご参加してきました。
年々体力が衰えているのか、飛距離は飛ばないですし、スコアーは酷いし、
体は疲れるし
何事も練習をしもしないのに、上手くいくはずはないのですが、何か情けな
くなってしまいます。

今週はカラオケ同好会には参加できませんでしたが、同好会活動がこれからも活発になり親睦を
深めて頂ければいいと思います。

先日の福井フェニクス RCの 25周年記念式典に朝田次年度幹事と出席してきたことをお話しさ
せていただきます。
田中ガバナーを始め、約 200 名が参加した盛大な式典・懇親会で、杉田会長のオープニング太鼓
から始まり、アトラクションではマダムフェニクス
（知っている方もおられるでしょうが、フェニクス RC会員の奥様たちの会）
と男性会員によるコーラス、会員による安来節、姉妹クラブの台北陽光 RCによるダンスと合唱
堺フェニクス RCはマジック（多分プロの会員でとても若い子でした）
神谷パストガバナーが診察台に寝かされてしまった。知っていたらとてもできない。
杉田会長と和太鼓「仁」による和太鼓演奏、メンバーによるチアダンス
（ここでは平田前ガバナー補佐のダンスと田中ガバナーもカツラをかぶらされて一緒に踊らされ
ていました）
そして最後に「イッチョライ節」を全員で踊り「手に手つないで」で終了。
準備にどれだけ時間を使ったのかわからない凝った演出を最初から最後まで楽しませて頂きまし
た。
ここまでの事をしようと思うと会員の団結と練習を相当しないとできないでしょうし、県内では
フェニクス RCしか出来ないであろうと思います。

我が福井あじさい RCも 3年後に 20周年、8年後には 25周年が控えております。同じようなこ
とをするのが良いかどうかは分かりませんが、クラブ内の団結を今以上に深めていけるような、
活動を次年度に期待をして、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 754 回
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2017-18 Presidential Theme

○現在会員　64名　　○出席者　 33名
○届欠席者    31名　     ○出席率　 52%

5月18日㈮

メイクアップ

同好会

5月25日㈮

6月1日㈮

○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
○情報集会発表
○クラブフォーラム　RYLA報告
○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　北山知春様米山功労者受賞 !! 常山由起子会員

森陰輝夫（ガバナー補佐研修セミナー）
横山剛史、森陰輝夫、福澤幹也、朝田健一（現・新会長幹事会）
朝田健一、藤岡茂樹、福澤幹也、下家茂、服部宏和、堀川和子
小寺邦夫、近藤実、松原淑裕、松塚泰孝、森陰輝夫、田中義乃
山下徳太郎、横山剛史（新理事役員・委員長顔合わせ）
古市恭也、太田貴司、前田和寛、加藤達夫、平野嘉男
山下徳太郎、佐々木一、辻川貴宏、松本喜市、島村真人
水口正行、増田浩三、横山剛史、下家茂、稲津敬史
（情報集会第1班）

朝田健一、梅本知恵理、下家茂、近藤実、坪川俊仁、藤井誠也
藤岡茂樹、古市恭也、細川直人、松塚泰孝、南伊津美
末永雄樹、服部宏和（カラオケ同好会）
小寺邦夫、横山剛史、末永雄樹、水口正行、廣瀬充、坪川俊仁
辻川貴宏、佐々木一、古市恭也、浅川朋保、近藤実、小原弘明
（あじさい迷球会）

6月誕生日、結婚記念日の祝い

○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
○クラブ協議会
○閉会点鐘



ロータリー財団　寄付者

米山記念奨学会　寄付者

22 名 　　36,930 円　　今年度累計　1,140,330 円

ニコニコ箱報告 （順不同/敬称略）

15 名　15,000 円

14 名　17,000 円

12:00～12:30

18:00～18:30

　2018.5/18
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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

前年度累計　1,193,738 円

6月21日（木）福井水仙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

ゲスト卓話 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

今日は、「『第23回東海北陸バリアフリー交流集会』実行委員の一人とし
てお話させて頂きます。
　障害ある方が一堂に会するこの集会は、約40年程前『全国車椅子集会』
として開催されたのが発端です。形や名称を変え、今も２年に一度、東海
北陸エリアで持ち回りで障害当事者達自らが中心となり開催され、この
福井では18年ぶりの開催となります。
18年前は、福井駅も今の姿ではなくエレベーターもありませんでした。
車いす利用の方がどのように階段を上り下りしていたかというと、昇降
機。そのため、障害者は乗車１時間以上前には駅に来るように言われた
り、下車する駅に電車とホームの間のスロープ設置を行う係員がいな
い！となると乗り過ごすはめになったり…。そのような社会環境の中で
集会は開催されました。今ではハード面が整備されたり、係員の応対も
スムーズであったりというのは、当事者と言われる障害者が、社会のバ
リアにも屈せず、どんどん街に出てアクションを起こした成果に思いま
す。
　この11月に開催の集会に際しても、まだまだ社会のバリアを感じま
す。車椅子を利用しているから、階段があると行ってみたいお店にも行
けない、温泉にも入ってみたいけどひとりでは難しい、そんな機会すら
無くて経験した事がない。
そのバリアを、またこの集会をきっかけに低くすること無くすこと。私
たちの想いです。弱者と言われる方が住み良い社会は、みんなにとって
も住み良い社会。その社会を作っていく為には、いろいろな方のお力が
必要です。どうか、できることから、ほんの少しだけ、この集会に向けて
のご理解、ご協力の程、よろしくお願いいたします。

横山剛史　　昨日のゴルフは散々でした。練習しないと！
廣瀬充　　　昨日のゴルフコンペお疲れ様でした。賞金を沢山頂けた
　　　　　　ので、いつもより多めに寄付します。打上げで誕生日
　　　　　　祝っていただいてありがとうございました。古市さん
　　　　　　ケーキありがとうございました。
末永雄樹　　昨日は迷球会お疲れ様でした。次回もよろしくお願いし
　　　　　　ます。
森陰輝夫　　家庭菜園で、夏野菜の苗を植えました。元気で土まみれ
　　　　　　です。
島村真人　　お陰様で6期目の決算が迎えられそうです。横山会長、
　　　　　　近藤さん、事務所の件では大変お世話になりました。
服部宏和　　15日開催のカラオケ同好会には、多くの会員の皆様に
　　　　　　参加頂きありがとうございました。お陰様で今回も大変
　　　　　　楽しい会になりました。今後ともカラオケ同好会をよろ
　　　　　　しくお願い致します。本日は所用の為、欠席させて頂き
　　　　　　ます。
梅本知恵理　来週の日曜日、大野の名水マラソンに出ます！練習して
　　　　　　いない私を叱って下さい！
藤岡茂樹　　楽しい最終例会にします。皆さん参加お願いします。
山下徳太郎　暑くなってきましたが、根性で乗り切りましょう！
　　　　　　横田様、北山様の卓話をしっかり聞かせてもらいます。
朝田健一　　横田様、北山様の卓話、どうぞよろしくお願いします。
松塚泰孝　　横田様、北山様、本日は卓話よろしくお願い致します。
田中義乃　　暑くなりました。痩せるチャンス到来だ！
水口正行　　昨日ゴルフをされた方、お疲れ様でした。
小寺邦夫　　昨日はゴルフ参加の皆さん、ご苦労様でした。楽しい!!
細川直人　　カラオケ同好会お疲れ様でした。やはり毎回盛り上がり
　　　　　　ますね。
麻雀同好会　福澤さんより、プラス分ご寄付頂きました。ありがとう
                      ございます。
　　　　　　今後とも、麻雀同好会へのご参加お待ちしています。
太田貴司、佐々木一、前田和寛、武田幸夫、藤井誠也、松原淑裕

横山剛史、廣瀬充、長井眞見、森陰輝夫、田中義乃、朝田健一
松原淑裕、中村栄子、常山由起子、南伊津美、藤岡茂樹、梅本知恵理
太田貴司、島村真人、末永雄樹　各君

横山剛史、廣瀬充、森陰輝夫、前田和寛、南伊津美、朝田健一
田中義乃、松原淑裕、末永雄樹、光山晃、島村真人、藤岡茂樹
太田貴司、増田浩三　各君


