
次回の例会

ジェニファー・ジョーンズ

クラブテーマ ： 持続可能なロータリー（サスティナブル  ロータリー）～絆の再構築へ～
地区スローガン ： 感動、感激、そして感謝

尾賀 康裕
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寄付金の状況

 7月  14日分 累　計 目   標 

ニコニコ箱 54,000円 269,000円 3,000,000円

米山奨学金 14,000円 49,000円 2,544,000円

ロータリー財団 12,000円 106,000円 3,880,000円

ありがとうございました。

荻原昭人・鷲田泰紀
貴志ガバナー補佐、ようこそ福井 RCへ。 ( 油谷啓司 )
明日、3年振りにお寺の永代経を勤めることになりました。
 ( 出雲路康照 )
昨日の会員選考委員会、リバージュアケボノでの美味しいフラン
ス料理で充実した議論ができました。清水さん、ありがとうござ
いました。 ( 野村直之 )
貴志ガバナー補佐、ようこそ福井ロータリーへ。 ( 平野洋一 )
 各　君

英　貴子・村田良昭
貴志ガバナー補佐、ご苦労様です。 ( 北島　恬 )
英さんと同じテーブルでよろしくと言われて。 ( 寺本光宏 )
急用で早退です。悪しからず。 ( 藤井健夫 )
ラッキーな席でした。 ( 萬谷光司 )
昨日、ローターアクトクラブの例会に参加し、前年度のカン君
の活躍を聞くことが出来ました。 ( 渡辺崇嗣 )
 各　君

　2022 年 7月3日 (日 ) 芦原ゴルフクラブ　海コースで第 130 回 友の輪
会が 30 人の会員様の参加で開催されました。
　今回は歴代優勝者による優勝カップ争奪戦も行われました。
午前中小雨の降る中スタートしましたが、会員様の情熱によって雨もすぐ
に上がりましたが、そのあと気温も上がってかなり厳しいコンディションで
プレーとなりました。
　結果 第 130 回の優勝者は清水 則明会員でネットアンダーで優勝されま
した。優勝カップ争奪戦の勝者は藤本 潤一会員でした。おめでとうござ
います！
　次回の開催は 9月4日 (日 )となります！皆様の参加をお待ちしております！

　2022 年 7月7日 ( 木 )ワイン会が開催され、美味しい料理とワインを
楽しみました。

本日はよろしくお願いいたします。 ( 貴志 英生ガバナー補佐様 )
荻原昭人・梅井啓介・瀬越智和
おかげさまで、開業一周年を迎えます。 ( 奥村隆司 )
荻原会長、よろしくお願いします。 ( 澤田悟恵 )
貴志ガバナー補佐、ようこそ。 ( 藤井健夫 )
初めてニコニコの集計をしました。 ( 柳町剛弘 )
【理事・役員・委員長・副委員長就任】
加藤信一・田畑賢一・森川圭造
一年間よろしくお願いいたします。 ( 上田祐広 )
一年間よろしくお願いします。 ( 小野田亮 )
よろしくお願いします。 ( 白江文夫 )
本年度よろしくお願いいたします。 ( 西澤雄三 )
1 年間よろしくお願いいたします。 ( 南　宏季 )
貴志先生、ようこそ福井 RCへ。暑い中、ご苦労様です。
 ( 吉田清二 )
1 年間よろしくお願いいたします。 ( 渡辺崇嗣 )
【誕生日御祝】長野　学
【配偶者誕生日御祝】渡辺崇嗣
 各　君

　「想像し、行動しよう！」

　先週配布されたロータリーの友７月号には、世界ロータリー会長ジェニファー・ジョーンズさんの
特集が掲載されていました。今日はその特集の中から、私の心に響いた部分を紹介いたします。結論

から言えば「想像し、行動する大切さ」。まず、驚いたのはジェニファーさんは、42歳の時乳がんを発症、
8回の化学療法と21回の放射線治療を受け症状が回復されたこと。絶望から復活した体験をお持ちの
方でした。そして、復活できたきっかけとなったのはロータリーであったことも記載されていました。
大病を患いながらも、ロータリーでの活動が彼女に力を与え、克服するに至った経緯を知るにつれ、
ロータリーの親睦と友愛の力を感じ取ることができます。
　また、2020年3月に新型コロナのパンデミックが世界を襲った後、ジェニファー会長自身も自宅で
隔離生活を送っていたときの言動にも惹きつけられるものがありました。彼女がパンデミックをどう
捉えていたのか？それは次のコメントからわかります。「何よりも、これは世界中の人々を団結させる機会で、私たち
が世界を変える行動人であることを示すチャンスでもある。自宅隔離でもロータリアンは何かをする
ことができたんです」 目の前の状況の捉え方を変え、何かやれることはないかと想像し、実際に行動する。
道を切り開くベストな方法です。世界ロータリーのテーマ「イマジン」が理解できます。
　日本も「戦後最大の困難な状況にある」と言われていますが、常に想像し、日本国旗に込められた
感謝の心を忘れず、博愛と活力、神聖と純潔をもって未来を創造していきましょう！

■ 7月 28日(木)  
  会員卓話(佐竹　新会員)
■ 8月   4日(木)  
  栄誉行事/ 
  ゲスト卓話
 (福井県アウトドア協会代表理事
　 ㈱カンパネラ社長 平岡 和彦氏)
■ 8月 11日(木)
  休　会
■ 8月 18日(木)
   納涼例会(夜間)

12時25分 開会点鐘
 会長挨拶
 委員会報告・幹事報告・その他
 尾賀  康裕ガバナーアドレス
13時30分 閉会点鐘

尾賀  康裕ガバナー　公式訪問
　【福井あじさいロータリークラブと合同例会】

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 ( 佐竹　新会員 )2020年 7月28日(木)
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■ 7 月 22 日 ( 金 )　　　福井あじさい 休会
■ 7 月 27 日 ( 水 )　　　福井北
   ザ・グランユアーズフクイ 1階
    カフェ前 12：00 ～ 12：30

※ビジター受付 ( サインメークアップ ) は、コロナ感染状況
によっては、無しとなる場合がございます。

※サインメークアップ有無、各ロータリークラブへのビジ
ター受付の有無に関しましては、事務局までお問い合わせい
ただきますようお願い申し上げます。

ビジター受付

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
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会長挨拶

2022年7月21日　第3499回本日の例会

尾賀  康裕ガバナー

同好会
友の輪会

ワイン会



　皆さん、こんにちは。今年度福井ロー
タリークラブ様を担当致します、福井東

ロータリークラブから参りました、貴志 英生と申します。
どうぞよろしくお願い致します。
　私、昨日奈良の生駒ロータリークラブに行って参りまし
た。会員数が少ないので、貴志さん来てくれという形で呼
ばれて行って参りました。奈良はロータリー絡みで地区大
会や仲間のお呼ばれでよく行きます。現在61歳なのですが、
38 歳の時にロータリークラブに入会させて頂きましたロー

タリーで得た友人、得た知識、頂いたプレゼントが無かっ
たら私の人生は大きく変わっていたのだろうなと思います。
そんな事を思いながら奈良に居りました。久しぶりに会う
面々、新しく入会された方々とお会いし、すごく充実した
時間を過ごして参りました。
　今年度の尾賀ガバナーは「感動・感激・感謝」という事
を謳っております。尾賀ガバナーも自分がロータリアンで
は無かったら、どうなっていたのだろうと仰います。私は
ロータリーから貰ったプレゼントを少しでも違うロータリ
アンに返して行きたいなと思っております。
　今日はこれから例会、クラブ協議会、来週のガバナー公
式訪問に至るまでどうぞよろしくお願い致します。

　皆さんこんにちは。7月 10 日に、第
2650 地区としまして、日本の第三ゾーン

の戦略計画推進セミナーが神戸のポートピアで行われまし
た。地区という立場でその時のご報告をさせて頂きます。
　今年度から地区で何をやっているかを報告するようにと
言われております。
　まず、皆さん第三ゾーンはご存じでしょうか。主に西日
本で 11 地区が集まる会です。年に 1回程度集まります。

　2022-23 年度　収支予算について
松田会計より説明がされました。

　詳細は 2022-23 年度　概況報告書 P62-P66 をご確認いた
だき、「ご質問・ご意見」のある方は松田の方までご連絡い
ただきますようお願いいたします。

過去に明石ロータリーで色々な問題が起こりまして、それ
に対して危機管理に関する基調講演がありました。その後、
公共イメージ、戦略計画、会員増強と分科会に別れました。
　私は会員増強という立場で、分科会の中で発表及び、九
州の方々とお話をさせて頂きました。他の地区では衛星ク
ラウドというものが盛んに行われておりまして、減少する
会員数を維持、または増強しようという活動が行われてお
ります。ご存じの通り、若いローターアクトの方々を中心
に如何にロータリーにお誘いするかという内容です。詳細
は来月にお時間を頂ける様ですので、その際に発表させて
頂きます。

幹  事　中広　久

● 現在会員 135名
● 出席者 80名
● 欠席者 40名
● 出席免除者欠席 15名
● 今回例会出席率 66.7％

● メークアップ 24名
● 欠席者 26名
● 修正出席率 80.2％

  6 月 23 日 ●メークアップ　　　渡邉義信(7/10 第2680地区 国際ロータ
リー第3地域 2022-23年度 戦略計画推進セミナー)、野村直之
(7/16 2022-23 第1回 地区資金推進委員会)、(7/14 クラブ協議
会 60名)、(7/7 理事会 15名)、荻原昭人・中広　久・渡辺崇
嗣・村田良昭(7/13 福井RAC) 各　君

 2022 年 7 月 14 日　　第 3498 回　

ガバナー補佐 挨拶

例会報告

委員会報告

クラブ協議会

①　本日クラブ協議会を開催致します。貴
志ガバナー補佐をお迎えして、各委員会の
皆様に今年度の事業計画を発表して頂きま
す。クラブ協議会のお時間を延長する予定
ですのでご理解の程よろしくお願い致しま

す。
②　ガバナー公式訪問例会のご案内です。次週 7月 21 日
に予定しております。今年も福井あじさいロータリークラ
ブと合同で公式例会を執り行います。2クラブ合計で 140
名ほどの参加予定です。例会開始は 12 時 25 分（5分前）
例会終了は 13 時 30 分を予定しております。終了後両クラ
ブ合同で記念撮影を行いますので、お時間の許す方は残っ
て頂きますようお願い致します。
男性はノーネクタイでも構いませんが、ジャケット着用に
てお願い致します。
③　上期納入金のご案内です。7月 12 日㈫に各委員会の皆
様に上期納入金のご案内を致しました。上期会費の納入締
め切りは 8月 31 日となっておりますので、期日までに納
入をお願い致します。
④　メークアップ対象事業のご案内について。今年度対象
事業は右の通りです。特に入会年度の浅い会員の方は、ク
ラブ出席の項目についてご参照頂いて、出席率向上に努め

て下さい。
⑤　ガバナー公式訪問お出迎えの方は 9時に玄関にお願い
致します。
⑥　福井でもコロナ感染が増加傾向です。リアル例会を開
催して行きたいと思っておりますので、会員の皆様におか
れましては感染予防に努めて頂きたいと思います。

幹事報告

第 2650 地区 福井県第一グループ担当
貴志  英生 ガバナー補佐

第 2650 地区　会員増強・拡大委員会
渡邉  義信 委員長

2022-23 年度　予算報告
会計　松田  将裕

　2022 年７月 14 日 ( 木 )　貴志  英生ガバナー補佐ご参加のもと、クラブ協議会が開催されました。
　各委員会より年間活動計画発表の後、貴志  英生ガバナー補佐より講評をいただきました。

講　　評
貴志  英生ガバナー補佐

～　各委員会　年間活動計画　発表　～

【2022-23 年度　メークアップ対象事業】
・クラブ協議会（委員会　活動計画発表）　　　　　　  
 2022.7.14（木）
・クラブ協議会（五大奉仕　上期活動実績報告）　　　  
 2023.1.19（木）
・クラブ協議会（地区大会報告） 2023.4.13（木）
・クラブ協議会（次年度五大奉仕　活動計画発表）　　  
 2023.5.25（木）
・クラブ協議会（委員会　活動実績報告）　　　　　　  
 2022.6.22（木）
※　但し、例会内で行われるクラブ協議会はメークアッ
 プ対象とはならない
・ドラゴンリバー足羽川清掃、その他清掃活動            
 2022 ～ 2023（未定）
・キャリア教育推進委員会事業 2022.12.8（木）
・外国人技能実習生交流事業  2023.2.12（日）
・炉辺会談開催日・回数未定
・各委員会会合（議事録提出を要件とする）

報　告

米山奨学生　歓迎会 ローターアクト公式ＬＩＮＥアカウント開設

　4月よりお世話しています　米山奨学生　謝さんの歓迎会
を 6月に開催しました。

　この度、地区ローターアクト委員会では公式 LINE アカウ
ントを新たに立ち上げました。ローター
アクトクラブの活動の紹介をはじめ、
地区行事等の情報をタイムリーに LINE
を通じて発信して参ります。是非とも
ご登録とご利用をお願いいたします。

＜公式ＬＩＮＥアカウント＞
アカウント名　@891fccjm
追加ＵＲＬ　https://lin.ee/MHgDAmZ
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