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「 初心に戻り、もう一度ロータリーに惚れよう」
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RI会長 ホルガー・クナーク

2020-21Presidential Theme

メイクアップ

7月3日（金）

7月10日（金）

6月26日（金）

次回の例会案内

1年間お世話になりました!!

皆様、お久しぶりでございます。新型コロナ禍により2月の国際奉仕

事業より4ケ月間、年間の三分の一の、実に14回の例会を休会させて

いただく事となり、本日は何とか最終例会が開催できます事に深く

感謝申し上げます。　本当に1年間ありがとうございました。　　　

　　　　　　　　　　　　　またこの間、多くの事業も中止になり、花見や情報集会、

異業種交流会、そして地区大会や地区研修会も中止になり、メンバーの皆様にはフラス

トレーションがたまったことと思います。　　その中でも4つの奉仕事業、フィリピン

の小学校への水道事業、高校生就職模擬面接、児童養護施設へのキャンプ用品贈呈。市

内21私立幼稚園への食育に関する図書の贈呈事業は何とか遂行することができました

ことは大きな喜びでございます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　1年間事業に

大きな影響がありましたが、こんな未熟な私ではございますが、会長職を全うさせてい

ただけましたのも、相棒の松原幹事、理事役員はじめ、すべてのメンバーのおかげ様と

心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

「ピンチをチャンスに」という言葉通り、ロータリー運営においても今回の新型コロナ

禍から、私たちは多くの事を学ばなければなりません。「伝統と革新」「新しい種まき」、

時代の流れはとどまることを知りません。私たちは流れについていくのではなく、流れ

を創っていかなくてはなりません。　次年度、橿尾、藤岡年度に向かい橿尾会長の掲げ

る「初心に戻り、もう一度ロータリーに惚れよう」を目指して頑張ってまいりましょう!!

　　1年間ありがとうございました!!!

会長挨拶

写真の広場
最終夜間例会　会場/開花亭

○現在会員　61名　　○出席者　 40名
○届欠席者    21名　     ○出席率 　66%

○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」
◯新旧交代バッジ交換＆記念品贈呈
○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
○閉会点鐘

○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
○閉会点鐘

7月誕生日、結婚記念日の祝い
皆勤賞発表

森陰輝夫（福井南RC）
（ガバナー補佐研修セミナー）
（ガバナー補佐会議）

最終夜間例会

例会風景

田中会長挨拶
1年間お疲れ様でした

米山奨学生

米山奨学生

ロー  ルイ  シャンさん

カウンセラー　常山会員

（マレーシア）



ロータリー財団　寄付者

米山記念奨学会　寄付者

35 名 　　84,000 円　　今年度累計　1,093,000 円

ニコニコ箱報告（順不同/敬称略）

30 名　47,000 円

23 名　37,000 円
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クラブ会報委員長/ 稲津敬史

県内クラブ
例会日

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） （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）

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
（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

（福井県護国神社）
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　1,539,542 円

2020~2021年度会長方針

田中義乃　　1年間大変ありがとうございました。幸せな1年でした。
松原淑裕　　1年間ありがとうございました。
長井眞見　　お久しぶりです。田中会長、松原幹事、1年間御苦労様でした。
森陰輝夫　　田中会長、松原幹事、お疲れ様でした。最終例会に参加出来て良かった。
福澤幹也　　久しぶりの例会！最終例会。会長、幹事お疲れ様でした。
齊藤稔　　　田中会長、松原幹事、お疲れ様でした。
小寺邦夫　　再会を祝して。
橿尾輝之　　田中会長、松原幹事、理事役員、そして会員の皆様、お疲れ様でした。
細川直人　　会長、幹事、委員長、会員の皆様、1年間お疲れ様でした。
武田幸夫　　皆様お久しぶりです。先週は「痛風」で大変な目にあいました！
前田和寛　　なかなか出席出来ず申し訳ないです。
田中隆藤　　田中会長、松原幹事、1年間ご苦労様でした。
服部宏和　　田中会長、松原幹事、1年間大変お疲れ様でした。さて私事ではありますが、
　　　　　　一身上の都合により、6月30日をもってこのあじさいロータリーを退会させ
　　　　　　て頂く事になりました。私は10年間在籍させて頂きましたが、皆様には大変
　　　　　　お世話になりました。ロータリー在籍中は一人ではなかなか出来ないような
　　　　　　奉仕活動等に参加でき、非常に有意義な時間を皆さんと共有させて頂けた
　　　　　　こと大変感謝しております。今後も福井の街中でお会いする事はあるかと思
　　　　　　いますが、ロータリーの歌にあるように「おい」とか「やぁ」とか言っていただ
　　　　　　けたら嬉しいです。最後になりますが、福井あじさいロータリークラブの益々
　　　　　　のご発展を祈念しております。10年間本当にありがとうございました。
近藤実　　　田中会長、松原幹事、1年間ありがとうございました。
　　　　　　本日、国際奉仕報告させていただきます。宜しくお願いします。
尾川輝幸　　お久しぶりです。
日置友純　　松原さん、ＧｏＴｏプランお願い致します。是非参加させてください。
桒野幸信　　皆様お久しぶりです！！
梅本知恵理　暑さにもコロナにも勝つ！ローさんようこそ！！
朝田健一　　久々の夜間例会ですので、この時間を大事にしていきたいです。感謝！！
稲津敬史　　久しぶりに皆さんに会えてよかった。
末永雄樹　　久しぶりの例会。1年間ありがとうございました。
太田宏史　　久しぶりに皆さんと会えて嬉しいです。
太田貴司　　田中会長、松原幹事、1年間お疲れ様でした。
山下徳太郎　久しぶりです。静かに騒ぎましょう。会長、幹事ご苦労様でした。
松本喜市　　皆さん、お久しぶりです。今日の日を楽しみにしていました。
南伊津美　　田中会長、松原幹事！大変お疲れ様でした！
藤岡茂樹　　お久しぶりでーす。7月からよろしくお願いします！！
藤井誠也　　皆様お久しぶりです。コロナが何事もなく消えてしまう事を切に願っており
　　　　　　ます。
中澤秀徳　　1年間お世話になり、ありがとうございました。
廣瀬充　　　親睦委員会に1年間ご協力ありがとうございました！
中村栄子、野原哲也、河合正浩、古市恭也、佐々木一

福澤幹也、田中義乃、松原淑裕、長井眞見、武田幸夫、森陰輝夫、松本喜市、小寺邦夫
古市恭也、太田宏史、桒野幸信、尾川輝幸、近藤実、藤井誠也、藤岡茂樹、佐々木一
細川直人、橿尾輝之、野原哲也、朝田健一、廣瀬充、末永雄樹、河合正浩、梅本知恵理
太田貴司、山下徳太郎、田中隆藤、南伊津美、増田浩三、日置友純　各君

中村栄子、田中義乃、松原淑裕、長井眞見、森陰輝夫、松本喜市、小寺邦夫、福澤幹也
梅本知恵理、山下徳太郎、古市恭也、細川直人、太田貴司、朝田健一、佐々木一
太田宏史、藤岡茂樹、尾川輝幸、末永雄樹、日置友純、河合正浩、南伊津美、田中隆藤
各君　

20~21年度RI会長ホルガー・クナーク氏は、ロータリーに参加
すればより豊かで意義ある
人生への機会の扉が開かれる。そしてロータリアンの奉仕活動
がどこかで、誰かのために機会の扉を開く。と述べられていま
す。RIの年度テーマは「ロータリーは機会の扉を開く」です。又、
20~21年度第2650地区松原六郎ガバナーが提唱する地区スロ

―ガンは「ロータリーの原点に返る」です。その理由として、RIを中心に我々を取り巻
くロータリーの環境が大きく変わり、職業分類は緩くなり、例会の回数は自由となり、
メイキャップができる期間も幅が持たせられるなど、様々なルールが緩和され自由度
が高められて、ロータリー全体の流れが混沌とした今こそ、ポールハリスが目指した
もの、つまり「ロータリーの原点」に返ることの必要性を述べられています。福井あじ
さいRCは今年度創立20周年を迎えます。人に例えるなら、子供から成人へ、さらに本
当の大人へと成長する節目の年です。現実の大きな変化に流されず、福井あじさいRC
の次の20年を確固たるものとすべく、今年度のクラブテーマは地区スローガンも踏ま
え「初心に戻り、もう一度ロータリーに惚れよう」とさせて頂きます。振り返れば、クラ
ブの創立時は国際交流会館に於いて、親睦委員は例会の始まる一時間前に駐車場と会
場に集まり準備と車の整理をし、SAA・副SAAもしかり、他の委員会も初めてのロータ
リー活動に緊張感とひたむきさを持って励行し先輩クラブのロータリアンの指導を
受けました。そのロータリーに対する受容性と積極性が非常に大切だと私は思いま
す。ロータリーはいいよと聞いて入会し実際にそう感じ、素晴らしい会員とも知りあ
えたあの時の期待感と喜びを、チャーターメンバーも入会年数が若い会員も改めても
う一度思い出し、そしてもう一度ロータリーに惚れ込んで、この新鮮な気持ちを持続
して頂ければと思います。
会員皆様、宜しくお願い致します。

事業活動計画
※社会奉仕委員会
　福井あじさいRC創立20周年記念事業として、障がい者との相互理解を深めるため
の「手話によるパフォーマンスイベント」を福井駅前ハピテラスで、全会員は勿論市民
や障がい者の人達も参加する大きな事業(財団の補助金申請事業)を行う。
※職業奉仕委員会
　継続事業としての高校生模擬面接の実施。又、職場訪問移動例会も会員のご協力を
得て行う。今年は「四つのテスト」「職業奉仕」についてのフォーラムを計画する。
※国際奉仕委員会
　福井あじさいＲＣ20周年として、タイとフィリピン両国での奉仕活動の計画は新型
コロナの影響でタイの方は中止とします。2021年6月のフィリピンでの事業に注力す
る。　多くの会員の参加を募って行う。
※青少年奉仕委員会
　地区の運営方針を踏まえ、過去の自然災害に関連した活動として、災害地の子供達
への本の贈呈と読み聞かせ(例;東北)の再開の計画。
※ロータリー財団・奨学
　財団への支援は、年次基金寄付　180ドル以上/人　ポリオプラス30ドル以上/人目
標今年度は、米山奨学生としてマレーシア出身女性の福井大学生ロー・ルイ・シャンさ
んを受け入れます。又、寄付目標は24、000円以上/人です。
※会員増強委員会
　今年度は、会員数を70名を目標としますが、福井あじさいＲＣが新会員にとって
ぴったり合うか、そして新会員の期待に応えられるよう委員会をふくめてクラブ全体
で努力する。
※親睦委員会
　会員同士の親睦交流は、クラブの運営上、大変重要なことです。それと同時に例会時
でのスムーズな進行にも大きな役割を果たすことなので、より一層の親睦を図る。
※SAA・出席委員会・プログラム委員会
　整然としたなかでも、福井あじさいＲＣらしさである若々しさと楽しさのある例会
の進行をして頂き、出席する会員にとって魅力的で楽しい、そして有益な例会の企画
をお願い致します。
　◆今年度は、20周年記念事業として、10月4日に「手話によるパフォーマンス」イベ
ント。21年4月23日(金)に記念式典を行いますので、皆様のご協力をお願い申し上げま
す。
　新型コロナに負けずに、例会が再開した時は元気な顔を合わせましょう。
　最後に、一年間宜しくお願い致します。

福井あじさいロータリークラブ
2020~2021年度会長　橿尾　輝之

「初心に戻り、もう一度ロータリーに惚れよう」今年度
テーマ


