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「親睦 + 奉仕 = 共に感動を!」
国際ロータリー第2650地区

福井あじさいロータリークラブ
RI会長 ジェニファージョーンズ

2022～23年度
RI 第 2650 地区 スローガン

ガバナー　尾賀 康裕

「感動、感激、そして感謝」

会報　2022年8月5日　917号

会長 / 近藤実　　会長エレクト / 稲津敬史　　副会長 / 廣瀬充　　幹事 / 末永雄樹　　副幹事 / 辻川貴宏

四つのテスト　言動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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本日の例会 第917号

8月5日(金)

7月21日(木)

8月19日(金)

※8月12日(金)の例会は

休会となります

納涼夜間例会

〇開会 　12時30
〇国歌
〇ロータリーソング 「 仕の 」
〇 の握手
〇会 挨拶
〇栄 行事
　８月 、結婚記 祝い　８月 、結婚記 祝い
〇幹事 告・委員会 告・ 好会 告
〇ニコニコ 告
〇ロータリー財 寄 者
〇 山 学会寄 者
〇クラブフォーラム　会員 強委員会
〇 会

〇現在会員　58 　〇出 者　36
〇 欠 者　22 　〇出 　62%

受 ：18時00

開会：18時30

〇会 ：5,000円

場所：西武屋上ビアガーデン

前回の例会報告

次回の例会案内

会長挨拶  Greetings from President Minoru Kondo.

　　　　　　　　　　 は 賀康 ガバナー、 幹事 、貴志英 ガバナー 佐
　　　　　　　　　　 賀ガバナー公式 合 会遠 はるばるようこそお出でくだ
　　　　　　　　　　さいました。 クラブを して感謝、御 し げます。
　　　　　　　　　　ご のように クラブは 14 に 井RC に作っていただい
　　　　　　　　　　たクラブでございます。その で 井RCより移 していただいた
　　　　　　　　　　故 ひろし会員の旗の元いつも 井RC の を い現在も
　　　　　　　　　　楽しく 仕活 をしております。　　　　　　　　　　楽しく 仕活 をしております。
「感 、感激、そして感謝」　 賀ガバナーの今期のスローガンです
「感謝」このRCへの気持ち　　私も じでございます!!

もしロータリーに ってなかったら......皆 、いかにお考えでしょうか?
ここにおられる会員一 一 が何かの縁がありここにお集まりだと思います!!
ここにロータリアンとして皆で 賀ガバナーと じ時を共 している
すばらしい事だと思います。
私も 井RC の会員 と仕事を じお り合いが おります。私も 井RC の会員 と仕事を じお り合いが おります。
しかしロータリアンといて じ空気を吸っている。
これはロータリーに っていなかったらこの空気を共 できず、私もこの に
っておりません!!
クラブのスローガンは「 + 仕=感 を共に」この考えをもとに今 仕活 に

まい してまいります。
RCの 仕活 は い い のようです。クラブ が くかぎり 仕活 の終わりが
ありません。ありません。
クラブのスローガンはこの い 仕活 の を継 するために な「感 」

この「感 」は 賀ガバナーのスローガンよりいただきました!!

すべての 仕活 に会員が 感と「感 」を! い 仕活 には 感と感 が で
あります!!
仕をされる 、する 、すばらしい 仕活 を今 実 していきます!!　

今 はRLI会 もRC　115 の 史初の 会 　ジェニファージョーンズ会 です
RC初の 会 　RCも何か 化を求めているかのような感じがします。RC初の 会 　RCも何か 化を求めているかのような感じがします。
初の 会 　私は し かったような思います。
クラブ 会員も現在5 います!!
社会のRCの すばらしい 、 仕活 、 在感を出しております!!

時 私も 厳しく られる時もありますが の しさが 所に見られ、会員
一 皆、感 と自 の至らなさを実感しております
この 会員の叱 激 に まされながら
また、会員一 のロータリーに感じるハートを思いこの感 を元に1 間　会 をまた、会員一 のロータリーに感じるハートを思いこの感 を元に1 間　会 を

してまいります!!
賀康 ガバナー、 幹事 、貴志英 ガバナー 佐におかれましては
かく見守っていただければ幸いです。

今後とも宜しくお願いします。
近 　実
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クラブ会報委員長

藤岡　茂樹

ニコニコ箱報告　(順不同/敬称略)

ロータリー財団　寄付者

29名 29,000円

前年度　161,000円

近藤実、末永雄樹、長井眞見、松本喜市、小寺邦夫、横山剛史
福澤幹也、田中義乃、橿尾輝之、古市恭也、梅本知恵理
辻川貴宏、藤井誠也、阿部和久、細川直人、八木翔、桒野幸信
孫﨑健次、島村真人、齊藤稔、堀川和子、中村栄子、太田宏史
山下徳太郎、西行茂、南伊津美、日置友純、野原哲也
河合正浩　各君

堀川和子、近藤実、末永雄樹、松本喜市、小寺邦夫、横山剛史
福澤幹也、田中義乃、橿尾輝之、古市恭也、齊藤稔、南伊津美
梅本知恵理、中村栄子、藤井誠也、辻川貴宏、阿部和久
細川直人、八木翔、桒野幸信、孫﨑健次、太田宏史、西行茂
山下徳太郎、島村真人、日置友純、野原哲也、河合正浩　各君

　　44名　67,000円　今年度累計　188,000円

28名 28,000円

米山記念奨学会　寄付者

2022/07/21

ビジター受付

12：00～12:30 / 8月18日（木）　福井ＲＣ　　ザ・グランユアーズフクイ1階

荻原明人　　本日はよろしくお願いします。

中広久　　　尾賀ガバナー御一行様、本日はありがとうございます。

北島恬　　　あじさいクラブさん、ようこそ。

清水嗣能　　あじさいさんには長年会場をご利用いただき、

　　　　　　ありがとうございました。

近藤実　　　尾賀ガバナー御一行様、本日は宜しくお願いします。

末永雄樹　　尾賀ガバナー御一行様、福井ロータリークラブ様、末永雄樹　　尾賀ガバナー御一行様、福井ロータリークラブ様、

　　　　　　本日はどうぞよろしくお願い致します。

長井眞見　　尾賀ガバナーの公式訪問を祈念して。

武田幸夫　　福井ＲＣの皆様、お久しぶりです！

大島友治　　尾賀ガバナー、田中幹事長ようこそ！よろしくお願いします。

水口正行　　尾賀ガバナーようこそ！

松本喜市　　尾賀ガバナー様、ようこそ福井へ！！

横山剛史　　尾賀康裕ガバナー本日はようこそ福井へ。横山剛史　　尾賀康裕ガバナー本日はようこそ福井へ。

　　　　　　よろしくお願いします。

福澤幹也　　尾賀ガバナー、田中幹事長ようこそ。

　　　　　　本日はよろしくお願い致します。

橿尾輝之　　合同例会、宜しくお願いします。

常山由起子　尾賀ガバナー、本日は宜しくお願い致します。

齊藤稔　　　尾賀ガバナー、よろしくお願いします。

中村栄子　　今日はよろしくお願いします。中村栄子　　今日はよろしくお願いします。

藤井誠也　　今日はよろしくお願いします。

阿部和久　　尾賀ガバナーをお迎えして。

細川直人　　尾賀ガバナー、ようこそ福井へ。

山下徳太郎　尾賀ガバナーをお迎えしての合同公式訪問例会、

　　　　　　楽しみにしています。

梅本知恵理　尾賀康裕ガバナー、ようこそいらっしゃいませ。

平野嘉男　　尾賀ガバナーようこそ。平野嘉男　　尾賀ガバナーようこそ。

南伊津美　　尾賀ガバナー、ようこそお越し下さいました。

島村真人　　尾賀ガバナー福井へようこそ。

堀川和子　　尾賀康裕ガバナーようこそ！

日置友純　　コロナが収まりますように。

八木翔　　　尾賀ガバナー、本日はよろしくお願いします。

尾賀康裕、貴志英生、田中勝、坪川俊仁、辻川貴宏、河合正浩

稲津敬史、野原哲也、西行茂、太田宏史、藤岡茂樹、孫﨑健次稲津敬史、野原哲也、西行茂、太田宏史、藤岡茂樹、孫﨑健次

桒野幸信、古市恭也、田中義乃、小寺邦夫

尾賀 康裕 ガバナーご挨拶
　　　　　　　　　　　ジョーンズ氏は女性で初めて、
　　　　　　　　　　　国際ロータリー会長に就任しました。
　　　　　　　　　　　その彼女が掲げているスローガンが
　　　　　　　　　　　「イマジン」です。
　　　　　　　　　　　ジョーンズ氏は7つの重点分野を提唱し
ております。まずは、戦争や紛争のない世界を「イマジン」する
そして次は、疫病で苦しむ人、そんな人たちがいない世界をそして次は、疫病で苦しむ人、そんな人たちがいない世界を
「イマジン」しましょう。
日本はそうではありませんが、世界には子供たちが病気で苦しむ
現実世界がまだまだあります。そんなことがない世界を
「イマジン」しましょう。そして、また次は、誰もが安心して
水を飲める世界。日本では、どこでも蛇口をひねれば、安心して
飲める水が出てきます。でも世界に目を向けると、とても飲めそ
うにない泥水しか手元にない。うにない泥水しか手元にない。
子供たちが１日かけて水汲みをしなければいけないそんな国が
たくさんあります。そんな国がなくなる世界を「イマジン」しま
しょう。それから、安心して赤ちゃんを育てられる世界。子供
たちが教育を受けられる世界。極貧がなくなる世界。
それらがなくなる世界を「イマジン」しましょう。
最後に「人と自然がともに共生できる世界を「イマジン」しまし
ょう。これが、ジェニファーÈ、ジョーンズ会長が、おっしゃてょう。これが、ジェニファーÈ、ジョーンズ会長が、おっしゃて
るイマジンロータリーの「イマジン」です。
これらはなかなか高いハードルです。
これらを理想に掲げ、バックキャストして素晴らし会長とともに
１年間ロータリアンとして奉仕活動をしていただきたいと思って
おります。
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