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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

松の内も過ぎてしまいましたが、新年あけましておめでとうござ
います。
今年の年末年始は天候にも恵まれ、ご家族とも穏やかな新春をお
迎え頂いた事とお喜び申し上げます。
旧年中は多数の事業、親睦活動にご協力頂きまして誠にありがと
うございました。

後半期もなにとぞご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。
前期に主な事業が集中してしまいましたが、今月は新年例会を芦原温泉にて行い疲
れをとって頂き
2月には福井フェニクス RCとの合同例会、3月には国際奉仕事業で浄水器の贈呈
式と夜間例会での異業種交流会（私の誕生日もあります）4月には地区大会と花見
例会、そして 6月には家族旅行と最終夜間例会が予定されております。皆様のスケ
ジュール調整を、よろしくお願いいたします。

さて、新年のご挨拶をいろいろ聞いていますと、今年は景気が良くなると言われる
方が多いようです。
確かに新年の株価は、約 740 円上がり福井で見れば新幹線に伴う再開発・国体を
見据えた準備、お隣の金沢ではホテルが 11棟建築予定（客室はホテル・旅館含め
約 1800 室増える）、日本を見ればオリンピック、リニア新幹線などのインフラ事
業は多くの経済効果をもたらすことだと思います。

経営者にとってみればビジネスチャンスだと思いますし、企業を飛躍させるために
は投資をしなければいけません。
先ほどちょっとお隣の金沢のホテルのことをお話しましたが、2016 年 11 月末金
沢市内のホテル、旅館、簡易宿所の総数は約 9800 室これが、たった 2年間で
1800 以上増えると言うことは、観光客が 15％増えなければならないことになりま
す。
普通に考えれば既存のホテル・宿泊施設は厳しい状況になります。
来年の 5月より年号が変更しますが、昭和から平成になった時バブルが崩壊しまし
た。今はバブルとは違うのかもしれませんが、その時と似ているような気がしてな
りません。

ロータリークラブは地域の経営者の集まりです。皆様が元気な企業でなければ RC
は成り立ちません。事業の繁栄と存続のバランスが大切な一年だと思います。

今年は、戌年です。戌は「守りの年」と言われております。商売ですから守ってば
かりでは商売になりませんが、アフターフォロー、リスクヘッジをすることで、既
存のお客様を守り又それが信頼と商売に繋がっていきます。
相場ではよく「戌笑う」と言われていますが、新しい年が皆様にとっても良い年に
なりますように祈念しそして後半期皆様のご協力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
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RI会長　イアン H.S. ライズリー

2017-18 Presidential Theme

○現在会員　63名　　○出席者　 28名
○届欠席者    35名　     ○出席率　 44%

1月12日㈮

○開会点鐘　１２時３０分
○国家斉唱
○ロータリーソング斉唱　「我らの生業」
○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
○情報集会発表
○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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福井信用金庫  人事部部長  磯部裕司様

石橋聖博、稲津敬史、尾川輝幸、藤井誠也
竹内義隆（麻雀同好会）
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ロータリー財団　寄付者

米山記念奨学会　寄付者

20 名 　　20,000 円　　今年度累計　736,400 円
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福井南RC
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（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）
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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
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（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　673,723 円

2月22日（木）福井水仙RC

1月31日（水）福井北RC　2月2日（金）福井西RC 　2月20日（火）福井南RC
2月27日（火）福井南RC

卓　話 武田幸夫　 会員

１、ロータリークラブと自分とのこ
と
・2001 年クラブ設立時に、あじさい
ロータリーの特別代表だった元セー
レンの「黒川誠一」さんの卓話で「ロー
タリーのために、年間最低 48時間
作ってください。365 日の内の 2日
間ですから、それくらいは可能で
しょ？ということでした。
まあ、話の流れは「例会出席が大事」
という内容だったと記憶します。

・17年を振り返って「ロータリーっ
て自分にとって何だった？」
　　多くの素晴らしい方との出会い、でない方との出会いがありました。
　　ロータリーに入らなければ、たぶん話をしない方々でしょう。
　　ひとつの結論ですが、よく言われますが「自分を磨く場」だったな・・・
ということです。まあこれからも、いろんな方との出会いを期待しています。

・これからのロータリーについて
1月 8日に、鯖江ロータリーと鯖江北ロータリーの合併初例会＆祝賀会に行っ
てきました。
今ロータリーを中心で支えているのは 70台前後の団塊の世代の方々だとする
と、
後 10年後には何割かの会員が減り、幾つかのクラブは合併を余儀なくされる
かもしれません。
でもそれは時代の変化に対応していくということで仕方のないことです。
新しいクラブとして存続すれば良いのかと思います。

２、仕事のこと

３、JAZZ と自分のこと

写真の広場

横山剛史　　明けましておめでとうございます。後半期ご協力よ
　　　　　　ろしくお願いします。
廣瀬充　　　本年もよろしくお願いします。
藤岡茂樹　　先週の日曜日に、やっとこさ自治会長の任を解かれ
　　　　　　ました。重荷が一つ減ってホッとしています。
武田幸夫　　5年ぶりくらいの卓話です。ヨロシクお願いします！
末永雄樹　　新年、明けましておめでとうございます。本年も末永
　　　　　　を末永くよろしくお願いします。
近藤実　　　明けましておめでとうございます。
前田和寛　　今年1年宜しくお願いします。
山下徳太郎　あけましておめでとうございます。武田会員の卓話
　　　　　　が新年早々聞くことができることに感謝します。
朝田健一　　新年あけましておめでとうございます。今年もよろ
　　　　　　しくお願い致します。
光山晃　　　皆様、明けましておめでとうございます。本年もよろ
　　　　　　しくお願い致します。
長井眞見　　明けましておめでとうございます。今年も宜しくお
　　　　　　願い致します。
　　　　　　仏教訓より「世話になりたくないと気づかうより、
　　　　　　お世話になりますと頭を下がる方が大切ではない
　　　　　　でしょうか」
小寺邦夫　　光山さん、Ｘｍａｓｕの写真ありがとうございます。
　　　　　　1/26～1/28「いちごケーキフェア」申込受け承り中
　　　　　　です。
堀川和子　　1月7日で還暦となりました。これからは、自分の都
　　　　　　合の良い時だけ還暦アピールをしようと思います
　　　　　　のでよろしく！
松本喜市　　新年おめでとうございます。今年も100％出席を目
　　　　　　指したいと思います。
中村栄子　　あけましておめでとうございます。
竹内義隆　　本年も宜しくお願いします。
南伊津美　　本年もよろしくお願い致します。
松原淑裕　　悪い事していないのに、今日新聞に載ってしまいま
　　　　　　した。松本さんありがとうございました。
野原哲也、太田宏史

1月誕生日
　内海会員
　堀川会員

京都東RC  山内様

石橋聖博、横山剛史、廣瀬充、長井眞見、武田幸夫、松本喜市
小寺邦夫、前田和寛、山下徳太郎、近藤実、松原淑裕、今野義隆
南伊津美、末永雄樹、中村栄子、藤岡茂樹、朝田健一、野原哲也  各君

横山剛史、廣瀬充、松本喜市、小寺邦夫、高嶋隆博、南伊津美
朝田健一、末永雄樹、藤岡茂樹、山下徳太郎　各君　　


