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「奉仕を考慮・実行し親睦を深める」
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前回の例会報告

皆様こんにちは、
実は水曜日に私のパソコンがいきなり壊れまして、仕事のデー
ターが見ることができません。会長挨拶文も社員が使っている会
社のパソコンを、仕事の合間を見て考えています。
ちょっと前まで、（と言っても 20年ほど前ですが）パソコンな
どなくても、何も支障はなかったのですが、今パソコンがないと、

何もできないことに改めて気が付きました。
パソコンだけでなく、普段何気なく使っている物が使えなくなって、何事もなく生
活や仕事ができることに対して、改めて感謝をさせていただきました。

さて、今月は水と衛生月間です。きれいな水を利用できない人は世界で約 25億人、
安全な飲み水が得られない人が役７億５０００万人、さらに毎日約１４００人の子
供たちが劣悪な衛生環境と不衛生な水を原因とする病気で命を落としています。
ＲＣでも井戸や雨水貯水システムの設置、水設備管理の研修、疾病予防のための水
設備の提供など、水関連の多くの活動が実地されています。
おりしも来週わが福井あじさい RCは、今年度の国際奉仕事業として、タイ・アユ
ヤカの小学校に浄水器を設置しに行きます。今年度より初めてタイとの事業ですが、
多少でも、この事業を通して、子どもたちの疾病予防につながり、又新たにタイの
スリウォオン RCとの
友好と交流が築ければよいと思います。

明日はひな祭りです。起源は季節の変わり目に災難や役から身を守り、より良い幕
開けを願う為の節句が始まりとされています。
皆様にとっても福井あじさいロータリークラブにとっても良い幕開けになりますよ
うに
祈念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　
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2017-18 Presidential Theme

○現在会員　63名　　○出席者　 37名
○届欠席者    26名　     ○出席率　59%

写真の広場

3月2日㈮

メイクアップ

○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
○中間決算報告
○ゲスト卓話

○閉会点鐘

3月9日㈮

3月16日㈮

福井労働局長　早木 武夫  様

異業種交流体験例会
○会場　Vesta（ベスタ）
○開会点鐘　１9時0０分
○会費　5,000円　

福井市中央1-9-24

祝!!  3月 誕生日、結婚記念日の会員さま

大島友治（合同地区委員会）
　　　　（地区チーム研修セミナー）
前田和寛（福井水仙RC）
横山剛史、廣瀬充（会長・幹事会）



ロータリー財団　寄付者

米山記念奨学会　寄付者

26 名 　　31,000 円　　今年度累計　876,400 円

ニコニコ箱報告 （順不同/敬称略）

26 名　44,000 円

13 名　13,000 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　908,738 円

卓　話

横山剛史　　本日の卓話、田中隆藤会員よろしくお願いします。
　　　　　　お誕生日プレゼントありがとうございます。
廣瀬充　　　田中隆藤会員の卓話、楽しみにしています。
田中隆藤　　初めての卓話、お願いします。
藤岡茂樹　　雪はだいぶ融けましたね。あれだけ大騒ぎしたのが
　　　　　　何だったのか？と感じます。
小寺邦夫　　ひな祭りケーキフェアー開催中です。早退します！！
　　　　　　悪しからず。
下家茂　　　よろしく。
武田幸夫　　24,25日にあります大人のための「プラネタリウム
　　　　　　 ライブ」ご家族でいかがですか？
細川直人　　3月16日の異業種交流夜間例会ご参加お願いします。
　　　　　　お知り合いの方のゲスト紹介も是非お願いします。
南伊津美　　あの大雪がウソのように感じるほど暖かくなりまし
　　　　　　た。卒業式シーズンも迎えもう春ですね。明日のおひ
　　　　　　な様は娘の誕生日。私の誕生日はトイレの日です。
松本喜市　　久しぶりに皆さんにお逢いしました。よろしくです!!
近藤実　　　早退します。枕ありがとうございます。
今野義隆　　田中さんの卓話、楽しみです。
前田和寛　　今日の天気は、春が来たと思うようないい天気ですね。
大島友治　　結婚祝い、ありがとうございます。
田中義乃　　今日は早退ですいません。
末永雄樹　　本日もよろしくお願いします。
長井眞見　　弥生3月。明日は雛祭り。でも境内の雪を見ると春は
                     まだ遠い感じです。
　　　　　　仏教訓より「おかげさま」と言える人は生に孤独はな
                      い。
朝田健一　　田中隆藤さん、卓話楽しみにしております。よろしく
                      お願いします。
山下徳太郎　あっという間に3月。やっと春めいてきて心もはずみ
　　　　　　ます。田中会員の卓話楽しみです。
竹内義隆　　2/24の麻雀同好会、石橋さん追悼会に多くに御参加
　　　　　　頂きありがとうございました。石橋さんも喜んでくれ
　　　　　　ていると思います。
今田武　　　雪もようやく融けだして、もうすぐ春ですね。
麻雀同好会一同　石橋さん、今までたくさんの思い出をありがとう
　　　　　　ございました。　ご冥福をお祈り申し上げます。
野原哲也、橿尾輝之、太田貴司、松原淑裕

自己紹介　　　田中　藤隆 会員

本日は、皆様に自分のことを知っていた
だく為に、自己紹介いたします。
　この福井あじさいロータリークラブに、
入会したのが２月２日でありまして、今
日でちょうど１ヶ月となりました。
また、初めての卓話ということで緊張し
ており、皆様に聞き取りにくい事がある
と思いますが、ご容赦ください。
　ファームビレッジ　タナカの副代表（２
代目）をしております　田中　隆藤（た
かふじ）　です。
昭和５２年３月３日生まれの４０才です。
福井市上伏町（うえぶせちょう）で専業農家をしています。
上伏町と言っても分かりにくいと思いますので、場所を説明いたしますと、九頭竜川と
日野川の合流するところで、武道館の近くになります。
今、紹介した名前と生年月日なんですが、実は小さい頃はトラウマでした。
隆藤という名前は、呼びにくく名字みたいで、誕生日は、男なのに３月３日の雛祭り
の日で、よく友達からは、からかわれました。
でも今は、みんなにすぐ覚えてもらえるので、いいことだと思っています。
本日は３月２日で、明日が誕生日ということになり、先ほど紹介した４０才は、今日
１日になってしまい明日からは４１才です。（笑）
名前の隆藤は父が付けたのですが、代々田中家では　藤　という字が引き継がれて
きました。
そのため父は　藤右ェ門（とうえもん）　、祖父は　藤太夫（とうだゆう）　でした。
自分の息子はどうかというと、妻に止められた事もあり…、　遥大（はると）　で自分の
代で終わってしまいました。（笑）　
　次に経営概要ですが
水稲：６０ha　小麦：２０ha　そば：２５ha　大豆：６.５ha
作業受託（水稲・小麦・大豆・そば）（農作業　機械作業）：３５ha
野菜ハウス　２棟　１５a　（ほうれん草・トマト・スイカ）
平均的な合計面積は１１０haぐらいです。１ha が 3000 坪なので、１１０haで３
３万坪ということになります。（１坪＝畳２畳）
東京ドームだと、約２３個分ぐらいです。
　械装備類は
トラクター７台（１台平均　１０００万円）、コンバイン６台（１台平均　１４００
万円）、乾燥機１０台（１台平均　３５０万円）、ショベルカー、ホイールローダー、
…　、色彩選別機（工事代一式で４５００万円）
といろいろ機械が必要で、お金もかかるのが農業です。
お米を選別する色彩選別機はこの日本では、自分の所にある１台しか入っていないと
聞いております。ファームビレッジ　タナカの自慢です。
　農業従事の様態では
専従者６名（家族４名、正社員２名）で、臨時雇用者（アルバイト、パート）が１
年を通じて約１０名ぐらいです。
今お話ししたことが、だいたいの自己紹介となっております。
これから皆様には、いろいろ教わることが多いと思いますが、よろしくお願いいたしま
す。
 　本日は、ありがとうございました。
 「最後のＱ ＆ Ａではみなさんにいろいろ質問いただき、なんとか卓話の時間を作る
ことができました。ありがとうございました。またなにか気になる点がありましたら、
直接聞いていただけたらと思います。これからも、よろしくお願いいたします。」

3月8日（木）福井RC　3月9日（金）福井西RC　3月12日（月） 福井東RC　
3月13日（火） 福井南RC　3月27日（火） 福井南RC　4月6日（金）福井西RC
4月12日（木） 福井RC　4月13日（金） 福井西RC

5月15日（火）福井フェニックスRC4月5日（木）福井水仙RC3月8日（木）福井水仙RC

横山剛史、廣瀬充、松本喜市、細川直人、末永雄樹、山下徳太郎
朝田健一、近藤実、太田貴司、南伊津美、橿尾輝之、田中隆藤
藤岡茂樹　各君

横山剛史、廣瀬充、長井眞見、松本喜市、前田和寛、田中義乃、野原哲也、太田宏史
竹内義隆、増田浩三、近藤実、山下徳太郎、朝田健一、野原哲也、藤岡茂樹
松原淑裕、今野義隆、常山由起子、中村栄子、南伊津美、太田貴司、末永雄樹
田中隆藤、福澤幹也、堀川和子、光山晃　各君


