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第１３４１回  平成１７年７月６日（水）

 

2005-2006 年度 

 会長 前川重雄  幹事 中田一市 

    『活動方針及び事業計画』 
 
 
 
 
 

今日のﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ                      
 『 君が代 』 

                 『 四つのテスト 』 

 

 

幹事報告   【  来 信 】     ７月５日分まで 
※ 地区協議会・第１回合同地区委員会  

４月１０日開催された大会の資料の再発行 

※ ﾛｰﾀﾘｰ１００周年記念ＤＶＤがあります。 

※ 昨年１１月２０日に開催された地区大会記念誌が送付されています。 

※ 2004年国際大会の記録ＤＶＤ・ＣＤ頒布について 

※ 6/11に財団奨学生帰国報告会のスピーチの小冊子が来ています。 

※ 表敬訪問予定 7/6 三国ＲＣ 吉嶋会長・吉田幹事 

             7/13山中ＲＣ 本谷会長・須谷幹事 

     

第１３４０回例会 委員会報告 （６月２２日現在） 
 ６月退会 会員名 岩田良治（在籍 １４年） 

             吉川將典（在籍 １５年） 

出席委員会    
メークアップ 山中ＲＣ 6/21 南利明・山岸功 

         三国RC 7/1  林田千之 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付 6/22 三国ＲＣ 佐孝雅彦様 

             福井ＲＣ 石橋正人様 

             福井北ＲＣ 菅原淳輔様 

            福井ﾌｪﾆｯｸｽ 坪田平八郎様 

6/22 出席状況 
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ニコニコ箱･･･（ABC順・敬称略） 
東・・・・・なんとなく 

本田・・・友情に感謝して 

池田・・・北会長・髙嶋幹事ご苦労様でした。 

      ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑにご協力有難うございました。 

石橋・・・会長、幹事、役員の皆様又、財団を一年間有難うご

ざいました。 
北・・・・・･今年度最終例会となりました。 

      一年間いろいろとありがとうございました。 

前田・・・北会長・髙嶋幹事・理事・役員の皆様、一年間号朗様でした。 

中田・・・友情に感謝して。 

中島・・・皆様の協力により目標額を達成できました。 

     一年間有難う御座いました。 

奥村・・・一年間、お疲れ様でした。 

澤田・・・勇勝丸の一年の航海を無事終えて。 

髙嶋・・・一年間有難うございました。 

竹澤・・・会長・幹事、一年間ご苦労様でした。又、ｸﾗﾌﾞ奉仕委員会

にご協力頂きありがとう。 

釣部・・・本年度最終例会１年間会長・幹事ご苦労様でした。 

吉川・・・１５年間ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

６月１８－２２日 シカゴ国

際大会が開催されました。 
会員数 出席 欠席届有り 欠席届無 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 出席率％

40 28 9 2 1 72.50
                           

月曜日 火曜日 水

福井東 

敦賀西 

福井厚生年金

サンピア敦賀

PM:7：00開始

 

PM6:00開始

福井南 

勝 山 

武 生 

若 狭 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ 

繊協ﾋﾞﾙ 8F

市民活動ｾﾝﾀｰ

武生商工会館

小浜商工会議所

ﾜ ｼ ﾝ ﾄ ﾝ ﾎ ﾃ ﾙ

福井北

敦 賀

鯖江北

丸 岡

 

県内ｸﾗﾌﾞ 

例 会 日

 
ータリー財団特別寄付（個人寄付）・・・（ABC順・敬称略） 
本田･石橋・前田 

（本日計3件、計6,000円・・本年度累計250，000円）  

山記念奨学会特別寄付（個人寄付）・・（ABC順・敬称）  

  石橋・前田・髙本 
（本日計3件、5,000円・・本年度累計297,000円） 

下

た

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 日 の合 計 本日迄の累計 前 年 度 と の比 較

31,000円 1,669,500円 1,487,000円 
曜日 木曜日 金曜日 

ﾜ ｼ ﾝ ﾄ ﾝ ﾎ ﾃ ﾙ

北陸銀行敦賀支店

神明公民館

JA 花咲ふくい丸岡支店

福 井

武生府中

 

ﾕ ｱ ｰ ｽ ﾞ ﾎ ﾃ ﾙ 

JA 越前たけふ 

福井西 

三 国 

大 野 

鯖 江 

あじさい 

ｸ ﾞ ﾗ ﾝ ﾄ ﾘ ｱ

三国観光ﾎﾃﾙ

リブレ 4F 

鯖江商工会館

ﾘﾊﾞｰｼﾞｭ ｱｹﾎﾞﾉ

   

田会員が出席されまし

。 



 

『一年を振返って』  

   

   北 会長      「挨拶をしよう！」「明るい雰囲
気の例会にしよう」とスタートし

和やかな雰囲気作りに努めて

まいりました。 
 事務局が変わりまして、毎週

の会報、活動報告を事務局に

て作成する事になりました。今

年は国際ﾛｰﾀﾘｰ創立１００周

年の節目の時にさせていただ

いて光栄に思っております。 

 一年を振返って思い出に残っている事は、７月に福井・美山豪雨

災害がありまして、８月１日に災害ボランティアに行きました。 

 ９月２２日は神谷ガバナーの公式訪問がありました。ガバナーは敦

賀の方で大変親しみやすく、優しく指導してくれました。 

 １０月２日にはＩＭが金井学園で開催されました。 

 同じく１０月１０日には古城まつりが開催され例年の約３０００個の餅

をまき、祭りのフィナーレをかざりました。 

 １０月２０日には新しく出来た県立病院を谷川副院長さんより日頃

見れないところまで案内していただき最新の医療の現場を認識いた

しました。 

 １０月２７日には国際ﾛｰﾀﾘｰ１００周年記念として丸岡城公園に桜の

木を３本植樹いたしました。 

 １１月１０日は山中ＲＣ合同例会を「たけくらべ」にて開催いたしまし

た。栗田前知事様を講師に迎え最近までの知事生活、ロータリーと

のかかわり、今後の夢などを語っていただきました。 

 １１月２１日敦賀市総合体育館で盛大な地区大会に参加いたしまし

た。 

１２月２３日にはクリスマス家族会を小松屋さんで演劇・手品・ＢＩＮＧ

Ｏ大会など、奥様からお孫様まで参加しての楽しいクリスマス家族会

が行われました。 

 ２月２３日はロータリー１００周年記念日にあたり記念日を祝して女

性コーラス合唱団を招いて「音楽の夕べを」開催いたしました。 

 ３月２３日は丸岡ＲＣ創立記念日という事で宮﨑パストガバナーを

お迎えして「最近の諸外国見て歩き記」の記念講演をしていただきま

した。 

 ４月１０日はロータリー１００周年記念会員大会が京都で開催され、

次年度地区協議会も午前中にありましたので、合流して参加いたし

ました。 

４月２２日は三国ＲＣとの合同例会が芦原温泉にてありました。 

４月２７日は例年行われる「ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ清掃」で汗を流して奉仕をす

るということをしました。 

６月４日には島原南ＲＣとの姉妹クラブ再締結式典が小松屋さん

において盛大に執り行われました。 

以上が一年間の主な行事でした。本当に行事に携わって下さいま

した委員会の皆様、会員の皆様ありがとうございました。 

最後にユニークなプログラムを作って下さいました池田委員長さん

ありがとうございました。特にリレー卓話は大変良かったと思いまし

た。 

ニコニコ箱は目標を十分に達成をして、余裕を持って活動ができ

ました。 

新入会員は高尾会員、山田会員、稲葉会員の３名の方が入会し

ていただきありがとうございました。どうか末永く活動していただき、会

員の方はご指導をよろしくお願い致します。 

一年間どうもありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２００４－２００５年度   

 
髙嶋幹事        
事務局が変わりまして、判らない者同

士がやってきましたが、何とか出来た

ことが良かったと思います。振返って

みるとたくさんの行事を良くこなしてき

たと思っています。皆さんのおかげで

す。本当にありがとうございました。 
澤田会計 
 前年度の会計より節約、節約として参りましたがﾆｺﾆｺも十分にあり

まして何とか４０万ほど残る予定です。 

来週には決算報告が出来ると思いますのでよろしくお願いします。 

林田（数）副ＳＡＡ 
ＳＡＡの林田千之さんがお休み

なので変わって報告いたしま

す。 

当初の活動計画でその他の会

合でロータリーの品位を守るよう

に努める。他ありましたがそれな

りに出来たのではないかと思い

ます。 

竹澤クラブ奉仕委員長   各小委員会の意見を聞いて理
事会にて承認を取ったり、支援したり助言をする。ということですが人

材に恵まれまして、池田プログラム委員長は多彩なプログラムやアイ

ディアにて楽しまさせていただきました。吉川親睦委員長が今回にて

退会すると聞いてビックリして

います。最後の最後の例会ま

できっちり例会を盛り上げて

下さいました。 
 家庭集会などで意見が出て

いました夜間例会を開くように

しました。東出席委員長は最

近皆勤表彰をしていなかった

のですが、今期は委員長より

申し入れがあり何回か出来たことは良かったと思います。 

１００周年委員会は記念して桜の木を植樹をしました。春には桜の花

が咲きましたので、これからも毎年桜がみられるでしょう。 

 記念日にはアルテシュロス合唱団を招いて「音楽の夕べ」を開催し

ました。４月１０日には京都で１００周年会員記念式典に次年度役員

さんと共に参加いたしまして、ありがとうございました。 

山下職業奉仕委員長 
８月に就職模擬面接会、１０月に

県立病院の職場訪問としましたが、

社会奉仕委員会と協賛で来週

6/29 愛・地球博のロータリー館訪

問を計画しています。 

 昨年８月に職業奉仕委員長会議

に参加しました事が非常に勉強に

なってよかったと思いました。他のクラブの行事が非常に参考になっ

て良かったと思いました。就職模擬面接はたくさんの方が参加すると

面接官をする会員の協力が絶対に必要ですのでたくさんの方が参

加して下さいますようにお願い致します。又、午後からすればお弁当

を出さなくても良いので考えて欲しい。活動費の半分がお弁当代で

すので。しかし、坂井農業高校の担当の先生は非常に喜ばれており

ます。毎年続けて欲しいとの希望を聞いております。 

 一年間本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 



 

中山社会奉仕委員長 
夏のボランティアまつり・古城ま

つり・カーブミラー清掃と例年通

りでした。 

夏のボランティアまつりでは商品

の値段が安すぎて収益が少なか

ったので、もう少し値を上げても

良いのではないか。餅まきは場

所が変更になり盛り上がりが少な

かった。カーブミラー清掃は例年

３月ですが、今年は４月になってしまいました。しかし、噴霧器を購入

しましたので、清掃が随分楽になり、皆さんも助かったと思います。 

一年間ありがとうございました。 

野尻国際委員長 
 委員長を受けてから何か形を

残したいと考えたのが、丸岡に住

んでいる外国人もふるさとを離れ

て暮らして寂しいのではないかと

在住の外国人を相手にふれあい

の場をやろうとしましたが、私の

根回しが下手で、やる事が出来

なかった。大変残念な思いをしま

した。やはり、役を受けた以上、形

いと思って一年が過ぎてしまい、大変心残りです。又、機会があれば

チャレンジしたいと思います。一年間、ありがとうございました。 

林田（数）新世代副委員長

を残したい、クラブの為に何かした

 
努めさせていただきます。 

 

した。 

山を計画しま

うことを目標にし

業分類委員長 
無いというよ

ましたが、いずれも入

合

設営に責任者を２

島ニコニコ箱委員長 
おかげ

本雑誌資料・広報委員長 

長 
類委員

村会員増強・退会防止委員長

会の

田プログラム委員長 
うに又、「聞いてよかった」「楽しかった」

入会員は３名であり退会を防止する事を考慮し新会員が

員の特典と責務を了解しその

連携し、クラブ例会及び家庭集会等にての

が兼務しているようなので考慮して欲しい。 

報をパソコ

た。 

横山委員長が欠席なので変わりに

地域の青少年の健全育成という目標でやってきました。 

１． 一日お父さんは社会協議会との協賛で実行しました

２． カーブミラー清掃は社会奉仕委員会と共同で実行しま

３． 青少年育成の勉強はそれなりにやってきました。 

大きな反省点は、親子のふれあいという事で丈競山登

したが、学校の行事とＲＣとの行事が多すぎて日程をとる事が出来な

く、流れてしまった事です。 

東 出席委員長 
 出席率を上げるとい

ていましたが、それなりだったと思いま

す。皆勤表彰をする事が出来ました。欠

席するときは、欠席届を専用の用紙で

出すことにしました。２名の長期欠席者

がありました事が非常に残念でありまし

た。 

釣部職
新入会員が無ければ仕事が

うな委員会です。 

今年は３人入会し

会時には職業分類がされてしまっている

という次第でした。来年度は新入会員が

沢山いるそうなので忙しくなるでしょう。 

吉川親睦活動委員長 
新役員披露会・山中ＲＣとの 同例会・クリスマス家族会・新年例会、

納涼会・かかしまつりに参加しな

いという事なので新年例会をい

たしました。最後に島原南ＲＣ

姉妹クラブ締結式のお手伝いを

しました。 

例会時、会場

名決めてローテーションを組み

ましたが、札掛けとﾃｰﾌﾞﾙ名札

を置く事が大変面倒でした。今

後は楽に出来る方法を考えて

下さい。 

 

 

 

 

中
本年度は皆さんのご協力の

で前年度よりも多くのご寄付が集

まりました。 
 

 

 

藤
「ロータリーの友」はロータリアンの機

関紙でありロータリーについての情報

誌で公開討論の場でもあるとの主旨、

観点から、注目すべき内容、興味あ

る記事等抜粋して毎月第２例会日に

交替で紹介した。会員にもその日に

「友」を配り一緒にページをめくった。１

に投稿５月号に掲載される。就職模擬面接、ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ清掃等福井新

聞に掲載された。 

山岸会員選考委員

００周年記念事業内容を「友」

会員増強委員会及び職業分

会と連絡をとり、慎重に選考し、３名

の新会員を迎える事ができた。 

 

 

奥  
職業分類の未充填部分を見据え３名

の新会員を迎える事が出来た。 

わかりやすい、親しみやすい「入

手引き」作成に至らず、残念に思いま

すが、引き続き会員増強の委員に残る

ので委員長さんらと改めて取組んでゆ

きたい。 

 

池
会場の雰囲気を楽しくなるよ

「新たなる発見」の内容に工夫するように努力した。１００周年行事、

調印式、合同例会等の行事には大物

講師を招へい出来てよかった。会場の

装飾物、看板等その都度掲示した。演

台に卓話者の職業氏名を記入したプ

レートを置いた。１月～６月まで毎月第

２例会日に会員によるリレー卓話を６

回２４名実施した。 

池田ロータリー情報副委員長 
本年度の新

ロータリーを正しく理解しロータリー会

中で理解を深めた。また、家庭集会を開催し、理事会およびｸﾗﾌﾞ会

員に情報を提供した。 

藤本規定審議副委員長 
ロータリー情報委員会と

勉強会を催した。 

今年度新入会員に対し情報委員会と共に入会前の勉強会を催す事

が出来た。 

地区の委員会に出席して地区内の多くのｸﾗﾌﾞが当委員会を持たず

情報委員会

下田会報委員長 
会員が見たくなるような会報作りに励んだ。今年度より会

ンにて作成するようにし

 

 

 

 

 

 



丸岡 RC スローガン    ロータリーの原点に帰ろう。   ～地域密着のロータリーに～ 

 

 

事務局 〒910-0254       Ｔｅｌ（0776）67-0410／Fax（0776）67-4811                     例 会 日 毎週 水曜日 12 時 30 分  会員数 40 名 
福井県坂井郡丸岡町一本田 34-7  JA 花咲ふくい 丸岡支店 2F                  会報委員長 竹内一博  副委員長 小見山 修 

例会場 JA 花咲ふくい 丸岡支店 3F                                          委 員 田﨑健治 ・東角 操 ・石橋正一    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金 ソング委員長  
会毎に開会点鐘後、皆で otarySong を

やかにするよ

間には地区委員の

お願いをしなかっ

数字が

います

て欲

長さ

Cとの３回目の姉妹クラブ締結をいたしました。

夫人を迎え盛大に執り行われま

週変えていますので良くなっ

いろいろな委員会を経験して

・地球博      ロータリー館を訪問 

   職業奉仕委員会・社会奉仕委員会  

訪問しま

ださい

例

合唱し、例会の雰囲気を和

うにつとめました。２～３の RotarySong に

ついて曖昧な点を確認し、正しく歌えるよ

うに練習した。１００周年記念会員大会が

ありましたのでそのときに歌う「新しき時代

を生きるロータリー」ドイツ語で歌う「歓びの歌」を仁愛女子短大の小

牧先生が親切に指導してくださいました。 

 一部の RotarySong についてテープ・CD の調子が悪く皆様にお掛

けしましたがその後 CD を調整し直し今後はスムーズな進行が可能

になりました。 

石橋ロータリー財団委員長 
１１月の財団月

矢田様をお招きして皆さんに財団

の理解をして貰う様にしました。結

果 BF が１名 PHF が２名 MPF が１

名 ポリオ・プラスが一人５０＄を達

成しました。景気の低迷する中ご寄

付を頂きました方には本当にありが

とうございました。 

前田米山奨学委員長 
皆様方にご無理な

たにもかかわらず、まあまあの

出ましたので、ありがとうございました。

マルチが髙嶋会員とあと１名ありまし

た。ありがとうございました。 

山岸青少年交換副委員長 
青少年交換の生徒募集をして

が、この委員会は３年委員会にし しい。今年度に出しても今年

は研修のみで、次年度に出られるということなので、次年度の会

んと共に考えた方が良いと思います。次年度に予算が沢山いるとい

うことです。この青少年交換はロータリアンの子弟が参加できる唯一

の事業です。これからは日本語以外の外国語がしゃべれるのは大変

良い事だと思います。 

藤本姉妹クラブ友好委員長 
今月６月４日、島原南R

島原南 RC より９名の会員と３名のご

した。 

下田インターネット委員長 
HP を毎

ています。是非見てください。 

掲示板の活用をもっとしたいと思いま

したがなかなかできませんでした。 

 

これで全部の委員会の報告を終わりま

す。 

いろいろ経験をされて反省点もあったかと思

年一年が役員・委員会が変わります。

います。ロータリーは一

ロータリーへの理解を深めて欲しいと思います。本当に一年間お世

話になり、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛
                 

 ６月２９日（水） 雨の中を「愛・地球博」 のロータリー館を

した。ロータリー館ではミニ例会を開催し、ロータリー館長豊島徳三

様より卓話を頂きました。ロータリー館を設立した経緯やロータリー館

の前にある迎賓館の話、博覧会の楽しみ方など貴重なお話も聴くこ

とが出来、有意義な一日を過ごす事が出来ました。 

ロータリー館には丸岡 RC のペナントも掲示してもらうようになりました

ので次に行かれた方はぜひロータリー館も見学してく 。 

丸岡ﾛｰﾀﾘｰの名前が記入

されていました。終了後

記念に下さるそうです。

『活動方針及び事業計画』 
クラブ奉仕委員長 国際奉仕委員長 
職業奉  

 
仕委員長  新世代委員長

社会奉仕委員長  国際奉仕小委員長


