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: 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

皆様こんにちは。
　先日の日曜日はいい天候に恵まれ、体育祭に参加された方、地区の行事等
に参加された方はお疲れ様でした。
　当社の社員は、月曜日には真っ赤な顔になって出社してきました。私は長
い間（10年以上だと思いますが）体育祭には、参加しておりませんが、も
し見に行くことがあるとしたら、孫ができたときくらいでしょうか？

（まだ、子供たちの結婚予定も、兆候も全くありませんが、ちよっと見てみたいです）
　私の方は日曜日に福井県下ロータリークラブ現・新　会長幹事会に参加してきました。
会長・幹事会は年度内に三回開催されるのですが今回が最後になります。
福井東ロータリークラブがホストクラブで、アオッサ 8F（多目的ホール）にて開催されました。
田中ガバナーを始め今年度と次年度のガバナー補佐も出席していただき、今年度の事業結果・会
員増強・出席率を各クラブ約 3分間で発表する流れで、広瀬幹事がいたら発表して貰おうと思っ
ていたのですが、残念ながら体育祭のために欠席でしたので、私のほうから発表させてもらいま
した。　（内容はテーブルにお配りしますのでご確認ください。）
　今年度の会長・幹事は、どのクラブもほぼ事業が終わり、残り約 1月ということで、皆さん笑
顔でリラックスしておられましたが、次年度の会長・幹事は、次年度の事業・運営を考えると、
他のクラブはどのような計画をしているのか、意見交換をしており多少不安と緊張をしているよ
うに見えました。（私も昨年はそんな感じだったと思います）
　次年度の発表はなかったのですが、お話を聞いたクラブでは、例会の開催を 4回から 3回に
変更し、会費を安くして会員拡大につなげることをする所もありました。
（その代わりに情報集会を 2回から５回に変更したり、イベントの充実・数を増やすそうです。）
　RI の規約が変わり各クラブの自主性が認められ、いろいろ特色を持ったクラブが多くなってい
くかもしれません。改めて今年度の RI テーマは「ロータリー変化をもたらす」です。
変わることが良いことなのかどうかは一概には分かりませんが、成長、発展するためには何らか
の変化は必要だと思います。
　難しいことだとは思いますが、これからご協議していただきより良い方向になるよう祈念して
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　

本日の例会　第 755 回
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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　64名　　○出席者　 33名
○届欠席者    32名　     ○出席率　 50%

5月25日㈮

メイクアップ

同好会

6月1日㈮

6月8日㈮

写真の広場

祝 !! ポールハリスフェロー授与
　　　　　会員の皆様

RYLA 修了書授与
○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
○クラブ協議会
○閉会点鐘

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

大島友治（東京RC）（ＲＹＬＡ1日目～3日目）
今野義隆（福井南RC）
堀川和子、松塚泰孝、坪川俊仁、服部宏和
内海晴藏、小柳猛、梅本知恵理、福澤幹也
太田貴司、下家茂、近藤実、廣瀬充、田中義乃
（情報集会第4班）
今野義隆、齊藤稔、尾川輝幸、小寺邦夫
松原淑裕、末永雄樹、宮﨑憲太郎、廣瀬充
田中隆藤、徳岡正、近藤実、野原哲也
福澤幹也（情報集会第5班）

近藤実、稲津敬史、藤井誠也、辻川貴宏
尾川輝幸、島村真人、下家茂、竹内義隆
（麻雀同好会）

米村咲穂様　　田中美幸様



ロータリー財団　寄付者

米山記念奨学会　寄付者

18 名 　　20,000 円　　今年度累計　1,160,330 円

ニコニコ箱報告 （順不同/敬称略）

13 名　13,000 円

9名　13,000 円

12:00～12:30

18:00～18:30
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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　1,211,738 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

第2回 情報集会発表

横山剛史　　田中様、米村様、本日は卓話よろしくお願いします。

廣瀬充　　　田中さん、米村さん、今日のライラ報告よろしく

　　　　　　お願いします。

小寺邦夫　　大島さん、今回ライラでは大変お世話になりました。

　　　　　　楽しかったと喜んで帰ってきました！！

古市恭也　　ＲＹＬＡありがとうございました。

藤岡茂樹　　最終例会来て下さいね！

前田和寛　　6月9日に全国のＲＣの合唱団が福井ハーモニーホ

　　　　　　ールに集い、合掌を披露しあう合唱祭が行われます。

　　　　　　素晴らしい演奏をする合唱団もあります。

竹内義隆　　明日麻雀同好会を開催いたします。参加ご希望の方

　　　　　　は竹内まで！！

松本喜市　　今週末は良い天気に恵まれそうで良かったです。

梅本知恵理　今日は気温が30度を超えるそうです。水分補給を

　　　　　　しっかりと♡

山下徳太郎　あと１か月、会長幹事頑張って！！

太田宏史　　先週までウィーンに行って、国連の会議に出てきま

　　　　　　した。隣の建物ではＩＡＥＡの会議をしていました。

　　　　　　大変緊張しました。

森陰輝夫　　ＲＹＬＡ活動お疲れ様でした。

福澤幹也　　本日は県・市の私立幼稚園ＰＴＡの理事会で遅れて

　　　　　　すみません。

太田貴司

朝田健一

野原哲也

田中義乃

小原弘明

横山剛史、廣瀬充、長井眞見、森陰輝夫、武田幸夫、松本喜市
小寺邦夫、朝田健一、野原哲也、梅本知恵理、太田貴司
常山由起子、田中義乃　各君　

横山剛史、廣瀬充、森陰輝夫、松本喜市、小寺邦夫、太田貴司
太田宏史、田中義乃、朝田健一　各君　

テーマ　「自分のロータリー経験が自分の経営に生かされているか？」
第１班 開催日時：５月１８日（金）　開催場所：味真乃
古市座長
RCで職業奉仕の精神を学び、会社経営に生かすことができている
稲津会員
RCで多くの人脈ができたことによって仕事の相談ができる仲間ができた
山下会員
人脈が広がること自体が経営に生かされている
平野会員
上下関係ではない平等な関係の人脈ができ、仕事の相談がしやすくなった
辻川会員
４８歳になっても諸先輩のおかげで初心をおもいだせることができる
横山会長
１００％ではないが、人脈が広がることで仕事につながることがある
RCの理念が会社の企業理念・指針に生かされている
増田会員
正直な行いを行うことが経営の基本、RCの理念と合致している
下家会員
友達の輪、ロータリーの友情体験が小さな幸せにつながり、それが最終的に
ビジネスにつながる
佐々木一会員
我流の経営を行っていたが、RCに入会して他業種のメンバーと交流することで
自身のビジネスの良き相談相手が見つかったとおもう
松本会員
職業奉仕の考え方がビジネスにも生かされている
加藤会員
RCのメンバーによって人脈がさらに増え、実際に仕事につながっている
水口会員
富山出身だったがRCに入会したことにより、地元の人脈ができた、さらに例会に
参加し続けることでビジネスのきっかけにつなげることができる
島村会員
RCの社会奉仕の活動・精神が自身の夢に合致する部分があり、入会させて頂くこと
になった

座長：古市 恭也

第3班 開催日時：５月10日（木）　開催場所：雁暮らし座長：吉川 浩司

活発に多くの意見が出されましたが、大きく分けると下記の２点でした。
１、「人脈が広がった」
　当然仕事が増えたという事も含まれますが、皆さんが強調されていたのはそう
　いう直接的なことよりも、「異業種の方と知り合うことが出来て、自分の顧客や
　営業先での話題に困らなくなった」という意見や、「自分に困り事があった時に
　相談できる友人を持てた」というような間接的なメリットを語られる方が多か
　ったです。逆に「会員から頼まれ事をされると『役に立ててるのかな』と充実感を
　得られる」といった意見もありました。
２、「ロータリーの理念がそのまま経営に役に立っている」
　特に四つのテストについては、「経営判断のたびに四つのテストに照らし合わせ
　ている」といった意見が非常に多かったです。中には「四つのテストをそのまま
　会社の経営理念にしている」という会員も居られました。また「“奉仕”という考え
　が経営に役立っている」という意見もありました。その他の意見として、「最近若
　い会員が増えたので、例会で若い方の発想や意見に触れるとリフレッシュできる。
　それが経営にも生きる」といった意見もありました。


