
次回の例会

シェカール・メータ 馬場 益弘

《 2021-2022年度   R.I. テーマ 》 クラブテーマ：ロータリーの原点を思い出そう。
 そして人生を語り合い、愛を語り合い、経済を語り合おう。

地区スローガン：活力と輝き
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寄付金の状況
 4月28日現在 累　計 目   標 

ニコニコ箱 23,000円 1,865,000円 3,000,000円
米山奨学金 4,000円 2,084,000円 2,492,000円
ロータリー財団 4,000円 3,037,960円 3,233,600円

ありがとうございました。

■  5月 19日(木)  
    会員卓話(村田  良昭 会員)
■  5月 19日(木)  
    (13時30分～ 15時30分)
  今・次年度理事役員・委員長  
     連絡会議
■ 5月 26日(木)  
   クラブ協議会
 （次年度五大奉仕活動計画発表）

12 時 30 分 開会点鐘　
 会長挨拶
 米山奨学金授与   (2022 学年　米山奨学生　謝　燕琴さん )
 米山奨学生  カウンセラー委嘱状授与　( 英　貴子会員 )
 叙勲御祝　( 旭日小綬章 )    藤井 健夫会員
 栄誉行事
 皆出席御祝 /  浅井正勝 (9 年 )
 在籍御祝 /  荻原昭人 (15 年 )
 誕生日御祝 /  櫻田貴美子、野尻章博、山本  宝、増田喜一郎、伊井彌州雄、
  中山浩行、松田将裕、竹原和行、加藤信一、森川圭造、寺本光宏、
  岩下春幸、鈴木進治
 配偶者誕生日御祝 /  橋本泰久、西澤雄三、中広  久、中山浩成、大森正男、
  増田喜一郎、山野井秀一、後藤正邦、清水正一、石橋正人
 結婚記念日御祝 /  木下勝元、橋本泰久、須賀原和広、藤田清彦、竹生知子、
  木瀬雅博、油谷啓司、木村憲一、辻橋清和、野村直之、西澤雄三、
  開発  毅、加藤信一、伊藤仁一郎、金井伸一郎、林  正岳、細江  究
 委員会報告・幹事報告・その他
 会員卓話   ( 橋本 典明会員 )
13 時 20 分 閉会点鐘

今後の予定

■ 開会点鐘 ： 12時30分
■ 閉会点鐘 ： 13時20分

■ 会場：ザ・グランユアーズフクイ
■ 会員卓話 ( 村田  良昭 会員 )2022年 5月 19日(木)

奉仕しよう  みんなの人生を豊かにするために
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会長挨拶

　今日は、久しぶりの花のない花見例会です。開花亭にお世話になりながら楽しい例会に致しましょう。　
残念ながら、会食、飲酒は出来ませんが、会員同士がお互いに話し合い、親睦を図って下さい。特に、新会
員の皆様は、Zoom例会ばかりではお互いに自由に話合えることも出来ず真のロータリアンとしての喜びや
感動を体験することは出来なかったですね。炉辺会談、今日のような夜間例会は、お互いの人となりを理解
し合える最高の機会です。大いに楽しみましょう。

　さて今日は、名言集５４を学びましょう。

　蛇、水を飲んで毒となし
　牛、水を飲んで乳となし
　愚人、酒を飲んで狂水となし
　智者、酒を飲んで智水となす

　清水寺の元貫主大西良慶氏の言葉です。
　酒によって楽しく交わることが出来る筈です。
　酒によって心が開かれる筈です。

　今日はそういう意味で楽しいひと時になる筈です。格式と伝統ある福井ロータリークラブを皆様共々更に高めて参りましょ
う。
　今日のこの場を企画して下さった親睦活動委員会の皆様のご努力に感謝しながら、普段は出来ない心の交流を図って頂きた
く思います。皆様の更なるロータリアンとしての高みをご期待申し上げ会長挨拶と致します。

2021-22 年度  会 長
山内  鴻之祐
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開花亭にお世話になりました。利枝ちゃんおめでとう。
 ( 山内鴻之祐 )
今日は花はないけど素晴らしい夜でした。 ( 木瀬雅博 )
 各　君

親睦活動委員会の皆様ご苦労様。 ( 山内鴻之祐 )
加藤有司
 各　君

３位になれて。 ( 山内鴻之祐 )
桜はありませんが、とても楽しい花見例会でした。親睦の皆さ
まありがとうございました。 ( 浅井正勝 )
親睦活動委員会の皆様、お疲れ様でした。城戸会員、おめで
とうございます。 ( 油谷啓司 )
桜は散った後ですが、花見例会へのご参加ありがとうございま
した。 ( 後藤正邦 )
本日は賞品としてホテルリバージュアケボノの新しいレストラン
「オージュ」のお食事券をご利用いただきありがとうございます。
 ( 清水嗣能 )
クイズ楽しかったです。お疲れ様でした。 ( 瀬越智和 )
親睦活動委員会の皆様、ありがとうございました。いつの日か
開花亭さんで美味しい懐石料理が食べられますように。
 ( 谷﨑由美子 )
【在籍御祝】佐々木知也
【配偶者誕生日御祝】佐々木知也
【結婚記念日御祝】佐々木知也
 各　君

ロータリー財団増進特別寄付金

米山奨学特別寄付金ニコニコ箱

５月は「青少年奉仕月間」です。 － 地域の若者たちと共同で奉仕プロジェクトを実施しよう 。  －

2022年 5月 12日　第3489回本日の例会

案　　内
ロータリー財団グローバル補助金奨学生 2023-24 年度募集

国際ロータリー第 2650 地区
2021-22 年度
地区ロータリー財団委員長 中川 基成
財団奨学金・平和フェローシップ委員長 渡邉 倫久

　2023-24 ロータリー年度中に留学を開始されるロータリー財団奨学生候補者を募集いたします。
　ロータリーの７重点分野に於いて活躍する人材を募集することを趣旨としております。

　募集についてのフライヤーご希望の方は事務局までお問い合わせください。



● 現在会員 136名
● 出席者 69名
● 欠席者 49名
● 出席免除者欠席 18名
● 今回例会出席率 58.5％

● メークアップ 37名
● 欠席者 32名
● 修正出席率 73.8％

  4 月 7 日 ●メークアップ    伊藤仁一郎(3/26 地区 青少年交換 ROTEX例
会・5/7 地区 青少年交換委員会)、藤本潤一(4/28 2021-22 第3
回 公共イメージ委員会)、長田裕美・萬谷光司(4/29 2021-22
年度 国際奉仕セミナー)、木村憲一(5/6 地区 RLI委員会)各　君

 2022 年  4 月 28 日　　第 3488 回 

ローターアクト委員会    初瀬川  達郎 委員長

　本日、お集まりいただきありがとうございます。お手元の資料に
ローターアクトの例会案内を入れさせていただきました。

　5月８日 ( 日 ) にローターアクト福井ゾーンの今年度「アクトの日」事業といたし
まして「パラリンピック 2021」を下記の通り開催いたします。例年、県内 4 クラブ
（福井・福井東・鯖江・大野）が一同となり奉仕事業を開催する「アクトの日」です
が今年度は障害者スポーツであるボッチャを体験する内容となっております。
　私が、内容をみて楽しいと思いますので、沢山の方に参加いただきたいと思って
おります。場所は、福井市南体育館です。ご都合がつく方は案内の裏面にある書類
にて申し込みをお願いします。申し込みの期日は５月２日になっておりますので、
よろしくお願いします。

花見例会

例会報告 

委員会報告 

幹事報告

①　今年度、次年度の理事・委員長の方にお知らせいたします。
　4月 15 日に事務局から案内をしました「今年度事業報告書、次年度事業計画書」作成のお願いですが、
提出締切は 5月 2日 ( 月 ) となっております。締切までに、ご提出頂きますようお願い致します。

②　5月例会のご案内です。来週の木曜日は 5月 5日 ( こどもの日 ) で祝日ですので休会です。5月 12 日 ( 木 ) が第１例会と
なりますので、お間違えの無いようお願い致します。

幹  事　浅井　正勝

　この度、城戸利枝会員がご結婚されることになり、クラブより御祝の贈呈、親睦活動委員会より花束の贈呈を行いました。
城戸会員、ご結婚誠におめでとうございます。 おふたりのご健康とご多幸を心よりお祈りしております。末永くお幸せにお過
ごしください。

　恒例の「お花見夜間例会」を福井県内の新型コロナウイルス感染状況が減少しな
い中で、会食なしの例会内容にし、開花亭のお弁当持ち帰りで、制約の多い中では
ありましたが、親睦活動委員会が一丸となり、「The future of rotary is in our 
Hearts」と題し、開催しました。
　お花見例会でご出席いただきました会員の皆様をチームに分け、チーム対抗のク
イズ戦を行いました。
　チーム対抗クイズ戦では、①イントロクイズ ( 早押し )「昭和の歌謡曲戦・平成以
降のヒット曲」、②映像当てクイズ ( 早当て )「偉人部門・アート部門・世界遺産部門」
の映像が流れその固有名詞を早押しで答えていただき、会員の皆さまはチームワー
クを大切に協力し合い、頑張っていただきました。
　今回は、豪華な賞品が上位３チームの全員に当りその賞品は、１位のチームには、清水会員のリバージュアケボノさんのフ
レンチのお食事券１万円が全員に、２位チームには、萬谷会員の、京町家萬會さんのお食事券 5千円が全員に、３位チームには、
中山会員のピリケンさんのお食事券 3千円が全員に。1位～ 3位のチームの皆さまに賞品贈呈を行いました。クイズに参加さ
れた皆さま、お疲れ様でした。
　司会進行は、親睦活動委員会　櫻田貴美子委員と柳町剛弘委員、クイズに関して、後藤委員長と前川副委員長がコメンテー
ターとして、盛り上げていただきました。
　チーム対抗クイズ大会のあとは、ヴァイオリン演奏者　山本  紘子様に素敵なヴァイオリンの演奏をしていただきました。
　今回は、「春の空気が感じられる曲」という後藤委員長のリクエストを受けて、山本さん選曲の「愛の挨拶（エルガー）」、
「愛の悲しみ（クライスラー ）」、「春メドレー（早春賦～春の小川～朧月夜～さくらさくら～花）」、「you raise me up」を演奏
していただき、最後の曲は、コロナ禍で大変な日々の中で、大切な人を思いながら明るい未来を目指したいという後藤委員長
の思いから、「you raise me up」を演奏していただき、拝聴しました。

開花亭さんのお弁当

クラブより御祝贈呈

山内会長よりひと言

親睦活動委員会より花束贈呈

司　会
親睦活動委員会

櫻田貴美子委員・柳町剛弘委員

プロフィール
violinist　山本 紘子 (Hiroko YAMAMOTO)

　ヴァイオリンを 4歳で始める。慶應義塾大学卒業。
　これまでに藤井たみ子、宿谷苑生、辻久子、森川京子、若林暢、澤和樹の各氏に師事。
　第 9回日本クラシック音楽コンクール全国大会最高位（1位無しの 2位）、第 73 回
　日本音楽コンクール入選等受賞多数。
　福井県内を拠点として音楽活動を行う。越のルビーアーティスト。
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