
県内クラブ 
例 会 日 

火曜日 
福井南 繊 協 ビル８F 

勝 山 市 民 活 動 ｾﾝﾀｰ

武 生 武 生 商 工 会 館 

若 狭 小浜商工会議所 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ 

       Pm6:30 点鐘 

月曜日 
福井東  福井厚生年金 

敦賀西  ｻﾝﾋ゚ｱ敦賀 

           Pm7:00点鐘 

水曜日 
福井北 ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ 

敦 賀 北陸銀行敦賀支店 

鯖江北 鯖江商工会館3F 

丸 岡 JA花咲ふくい 

         丸岡支店 

木曜日 
福  井 ユアーズホテル 

武生府中 JA 越前たけふ 

福井水仙 神明神社 

       Pm6:30 点鐘 

金曜日 
福井西 グラントリア 

三 国 三国観光ホテル 

大 野 リブレ ４F 

鯖 江 鯖江商工会館 

あじさい リバージュアケボノ

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

今日のロータリーソング 今日のロータリーソング 

 『 日も風も星も 』   『 日も風も星も 』  
  

会長 挨拶  会長 挨拶  
  

本日のお客様は福井テレビ解説委員

の土山様と福井県赤十字血液センター

の山川様です。 

本日のお客様は福井テレビ解説委員

の土山様と福井県赤十字血液センター

の山川様です。 

１月２４－２５日職業奉仕講演会と一

泊研修旅行にはたくさんの方が参加い

ただきありがとうございました。講演も大

変勉強になる内容だったと思います。研修会も大いに交流を深めていただ

いたと思います。本当にありがとうございました。 

１月２４－２５日職業奉仕講演会と一

泊研修旅行にはたくさんの方が参加い

ただきありがとうございました。講演も大

変勉強になる内容だったと思います。研修会も大いに交流を深めていただ

いたと思います。本当にありがとうございました。 

２月１８日 居酒屋夜間例会を開催します。初めての試みですが、最初２

０分間ほどこちらからテーマを出して皆さんと議論し、その後皆さんと腹を

合わせて、楽しく・愉快に過ごしていきたいと思います。主旨をご理解いた

だき、多数の出席をお願い致します。 

２月１８日 居酒屋夜間例会を開催します。初めての試みですが、最初２

０分間ほどこちらからテーマを出して皆さんと議論し、その後皆さんと腹を

合わせて、楽しく・愉快に過ごしていきたいと思います。主旨をご理解いた

だき、多数の出席をお願い致します。 

 ２月２５日社会奉仕委員会主催の街頭献血運動を開催いたします。  ２月２５日社会奉仕委員会主催の街頭献血運動を開催いたします。 

家族・会社の方など２名以上連れて行き欲しいと思います。 家族・会社の方など２名以上連れて行き欲しいと思います。 

 ４月１２日地区大会が大津プリンスホテルにて開催されます。多くの方が

出席されますよう、お願い申し上げます。 

 ４月１２日地区大会が大津プリンスホテルにて開催されます。多くの方が

出席されますよう、お願い申し上げます。 

  

横山幹事 報告 横山幹事 報告 
  

※ 2006-07年度地区ガバナーだった『平井義久氏

を囲む会』のお知らせ 

※ 2006-07年度地区ガバナーだった『平井義久氏

を囲む会』のお知らせ 

  

理事会報告 理事会報告 

  

  

 

 

 

  

  

中島職業奉仕副委員長 中島職業奉仕副委員長 

 １月２４－２５日職業奉仕講演会と一泊研修旅  １月２４－２５日職業奉仕講演会と一泊研修旅 

 行には沢山参加を頂き有難うございました。  行には沢山参加を頂き有難うございました。 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第１５１１，１２回例会 委員会報告 （２月１８日現在）第１５１１，１２回例会 委員会報告 （２月１８日現在）

 

 

 

 

 

 

 

【出席委員会】 

【ロータリー財団特別寄付】（ABC順・敬称略） 

藤本・金・中田・大久保・下田・下村・髙尾・竹澤・玉川・横山 

              （本日11,000円 本年度累計331,000円）  

【米山記念奨学会】（ABC順・敬称略） 

藤本・金・北・中田・西野・奥村・大久保・下田・下村・髙尾・玉川・山下 

横山                （本日23,000円 本年度累計466,000円） 

【ニコニコ箱】  

･･（順不同・敬称略） 

 

中田・・・土山弥一郎様、本日は卓話ありがとうございます。 

横山・・・福井テレビ解説委員土山弥一郎様本日は卓話ありがとうございます。 

藤本・・・土山様、本日卓話ご苦労様です。又２５日の献血には協力しましょう。 

林田（恒）・・土山さん、卓話ありがとう。 

東角・・・土山様、本日はありがとうございます。 

池田・・・旅行に参加できなくて残念でした。すみません。 

金・・・・・土山解説委員、卓話宜しくお願いします。 

前田・・・土山様、本日は卓話ありがとうございます。 

中島・・・24-25日職業奉仕による京都、大津の旅行有難うございました。 

西野・・・早退させていただきますのでよろしく。 

野尻・・・土山さん、卓話有難うございます。先日の研修旅行ご参加の皆様、ご

苦労様でした。 

奥村・・・25日の献血によろしくご協力下さい。 

下田・・・土山様、卓話ありがとうございます。 

下村・・・誕生日を自祝して。 

髙尾・・・母親が米寿を迎えられて。 

玉川・・・妻の誕生日を自祝して。 
山岸・・・妻の誕生日を自祝して。 

 

 

下田奉仕プロジェクト委員長   

新世代担当者会議 1/31出席報告  

昨年度のＲＹＬＡの報告と本年度のＲＹＬ

Ａの実施要項説明、 丸岡クラブは本年

度は女性の方です。 

  ４/１２、５/２２－２４に開催。 推薦する

人がおりましたらご連絡下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

3/4 外部卓話 福井財務事務所 我が国財政の現状と課題 

3/11 会員卓話 野尻会員 未定 

3/18 外部卓話 京都嵯峨野ＲＣ 細菌性髄膜炎について 

3/25 第三回グランドゴルフ大会  霞の郷 米山ランチ 

 会員数 出 席 欠席届有 欠席届無 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 出席率％

2/4 35 26 5  4 85.71 

2/18 35 23 12   65.71 

本 日 の 合 計 本日迄の累計 前年度実績 

36,000円 1,037,000円 1,059,500円 

R.I ＤＩＳＴＲＩＣＴ ２６５０ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ ＯＦ  MARUOKA 2008-2009 年度  ｸﾗﾌﾞﾃｰﾏ 

笑顔で楽しく！～心の友を得よう！

ht tp ://www.maruoka-rotary .com 

今 週 の例 会   第 １５１３回  

平成２１年３月４日（水） 
財務省 福井財務事務所 

所長 名越文明様 
 

『県内経済の現状と 
    中小企業金融の円滑化』 

2008-2009 年度

創立 昭和 53 年 3 月 21 日  承認 昭和 53 年 4 月 6 日

会長 中田一市 幹事 横山茂樹 

N O ， １ ５ １ ２  

N O ， １ ５ １ ３  

次 週 の例 会   第 １５１４回

平成２１年２月２５日（水） 
献血運動 

ＪＡ花咲ふくい丸岡支店前にて 
 

会員卓話 金 定基会員 
『インフルエンザについて』 

1月祝事 
藤本会員へ会員増強バッチ授与 会員誕生日 
ﾛﾝ・ﾎｰﾋﾞｱﾝＲＩ会員増強・維持委員長より、

新会員を入会させたﾛｰﾀﾘｱﾝに送られました。 



(事務局） 〒910-0254   Tel（0776）67-0410／Fax（0776）67－4811   ｸﾗﾌﾞ広報委員長 山下健治 
    福井県坂井市丸岡町一本田 34-7 JA 花咲ふくい 丸岡支店２F       会報委員長―桑野賢吾 副委員長―竹内一博 委員－髙嶋勝美 
(例会場) JA 花咲ふくい 丸岡支店 ３F (例会日) 毎週水曜日 12 時 30 分 ( 会員数) ３５名    

 
 
 
 
 

釣部勝義会員 

  城の街に住める幸せ 
   （釣部政代夫人筆） 
越前和紙の里がある街の片田

舎に育った私、遠足の時に見た

丸岡城が忘れられなかった。昭

和 37 年に何の迷いも無く釣部

家に入った。先々代が坂井町東

我 が 街 散 歩  

血液センター山川様 

奥村社会奉仕副委員長 

感

謝

伝

え

た

い

献

血

の

あ

な

た     無職 野原美香子（奈良県御所市 42〕 

 

 

『福井豪雨の体験から』 

           ～地域力づくりを考える～ 

福井テレビ解説委員  土山弥一郎様 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は河和田で当時、町内会長をしていましたのでその時の体験をお話します。 

「天災は忘れた頃にやってくるといいますが、最近は忘れた所にやってくる。」

といわれ「忘れない明日」にもやってきます。原因は地球温暖化の影響で、 

ゲリラ雨がいつでもやってきます。 

備えあれば憂いなしといいますが、１時間に60～70㎜の雨が３，４時間続けば

丸岡の川でも耐えれるものではありません。昔は霞堤といって街を救うために

決壊させる箇所があったそうです。 

公助、共助、自助とありますが、阪神大震災の時でも公助は３割です。救急車

も消防車も水に流されました。行政の対応はすぐには動きません。やはり地

域の力、近所の力が大切だと思います。 

平成１６年７月１８日（日）の様子を、時系列にて表にしてみました。これを見て

いただくと「あっという間の出来事だということがわかると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

7：30 ご隠居から一報「こんなにひどい雨知らん」 

    町内の人から「助けて！」の電話 

7：50 協議委員集まり、「外へ出るな！」と指示を出す。 

8：30 前の通りを車が流れてくる。 

9：05 河和田町に避難勧告発令。避難勧告を出されても外へ出たら命が危な

いということは、役所ではわからない。そこにいる人が判断しなければ。 

    現場で判断をしなければわからない。若い人達がインターネットで広域

の状況をつかみ判断する。【危機の管理と対応】 

11：30 水が引き始める。 

12：30 自衛隊が来る。1：30 辻市長が来る。 

警察も消防もきましたが、やはり身動きが出来ませんでした。 

【忘れたところに、いつでもやってくる】備えあればといいますが、行政で出来る

ことに限りがあります。やはり自分で自助努力をする。地域力をつける。 

河和田町は県内で２ヶ所の町内会で職員を置いている所です。協議委員１４人

は毎月１６日に集まり、夫々の委員会にて審議し活動をしています。 

 

 

 

 

 

 2008～2009 年度 ｸﾗﾌﾞﾃｰﾏ    笑顔で楽しく！ ～心の友を得よう！～ 
 

お手元に回覧板が回っていると思いますが、班長さんが集まり、情報収集し、

毎日、回覧板を「出し、配る」を続けました。パニック状況になると情報を細かく

細かく出すことにより、力（ちから）になります。 

情報を発信することにより、お互いに助けてもらう、近所で助け合うことが 

大切だと思います。 

近所の力になるのは、情報です。私の一番最初の情報は、村のご隠居でし

た。「大変や、こんなひどい雨、知らんざ!」知らないと聞いた時、私は危ない

と思いました。 

 皆さんがこれから地域に貢献されるご隠居になって下さい。 

  年を取ればご隠居になれるわけではない。若い人が聞くだけの見識を持っ

て下さい。見識とは体験です。地域の知恵です。そして食い扶持を持つ。 

  役乞食にならない。男はいつまでもときめきを持たなくてはいけない。そして

健康でなくてはいけない。 

   これからは地域力です。 

皆さんが地域のために、若い人より聞かれる人になって下さい。 

    「こうせなあかん」と仕切ったら院政です。地域は元気が出ません。 

    皆から聞かれるような、偏屈でも良い。聞かれたらしっかり云う。 

皆さんが持っている情報や地域のこと、経験の中から生かして、若い人たち

に伝えていただくことが大事だと思います。皆さんで出来ることを一つ一つやっ

ていただければと思います。 

 
２月２５日（水）献血の日 

血液が不足しています。ご協力をお願いします。
 

 

私は再生不良性貧血で去年、週１回輸血をしてい

ました。骨髄が壊れてしまい、血液が作れなくな

る病気です。献血の勇気をありがとうございます。

「冬場は献血をする人が少ない」というのは本当

です。私は長い輸血時間にその血液の持ち主を想

像していました。腕に針を刺すのが日常の私と違

って、健康なのに時間をさいて誰に渡るともわか

らない血液を提供してくださる方はさぞ勇気が

いることでしょう。私たちがどんなに感謝してい

るか、お伝えしたいのです。 

あなたのその血液がなかったら、酸素が運ばれず

に息苦しいのです。とても困ります。こんなに医

学が進んでも、人工血液の実用化はほど遠いのが

現実です。輸血された血液は温かく私の体を巡っ   

ています。〔２００９年１月３０日朝日新聞「声」投書欄 

 

                                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

長田の染屋二代目。丸岡で織物業を始めて、今があります。家の近く

は８号線。夜中になると汽車の汽笛がボーッガタンガタン。親が恋し

く布団をかぶって泣いた。それでも朝が来ると子供の顔が、丸岡城が

元気をくれた。バイパスが４４年に出来、神様にお願いしたように、

今の会社の下が買えた。会社の周りは泥水で水がついた。今は家も人

口も多くなり、私のように丸岡町に住める幸せを感謝するように祈り

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

２月１８日（水） 第１５１２回例会   

  

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2008～2009 年度 ｸﾗﾌﾞﾃｰﾏ    笑顔で楽しく！ ～心の友を得よう！～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場 
居酒屋 
どっとこむ丸岡店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先週の例会は、初めての試みとし

て「居酒屋例会」を開催しました。

本年度の会長のテーマである「笑

顔で楽しく」の主旨を理解してい

ただき、多くの出席がありまし

た。 

「心の向上・学びあう心」という

意味で、大変楽しい有意義な時間

を過ごすことが出来ました。ロー

タリーの親睦は「開かれた親睦」

そして「エンジョイ・ロータリー」

です。 

       幹事 横山茂樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2008～2009 年度 ｸﾗﾌﾞﾃｰﾏ    笑顔で楽しく！ ～心の友を得よう！～ 



 

 

 

 

ロータリー財団 表彰 
ポール・ハリス・フェロー認証状及びメダル 

    横山茂樹会員 
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー・ピン 

  １回目  中田一市会員  ３回目  小見山修会員 

７回目  下田重道会員 
 
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 
『友』インターネット速報   2009 年 2 月 17 日   No.369 
       ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 
 本年度 2008 年 12 月 31 日までの結果について（抜粋） 
2008 年 8 月以来はじめて、2008 年 12 月に国際ロータリー

（ＲＩ）とロータリー財団の両方において好ましい投資結果

が見られました。本会計年度 12 月までに、ＲＩには 1,900
万ドルの投資損失、財団には 1 億 5,900 万ドルの損失が出て

いますが、このほとんどは含み損（未実現損失）であり、ひ

とたび市場が回復すれば状況は好転すると思われます。クラ

ブ会費からの収入は予算を若干上回っており、財団へのロー

タリアンからの寄付も昨年度と比べ 300 万ドル増えていま

す。ＲＩと財団の運営費はほとんどの分野で予算を下回る好

ましい状況を維持しており、この状況は本会計年度末まで持

続すると見込まれています。また、世界ポリオ撲滅活動にお

いて喜ばしい展開がありました。ビル・アンド・メリンダ・

ゲイツ財団から、2007 年の 1 億ドルの補助金に加え、ロー

タリー財団に対して 2億 5,500万ドルの補助金が新たに寄せ

られました。この補助金は 2012 年 6 月 30 日までにロータ

リーも独自に合計 2 億ドルを拠出し、上乗せしてポリオ撲滅

に充てることが条件とされています。現在までに、ロータリ

アンは現金と寄付誓約の形で約 7,300万ドルを集めています。

このような不況下にあっても 2億ドルの目標の 3分の 1以上

を達成していることは、ポリオ撲滅に対するロータリアンの

固い決意を物語っているものと言えます。 
エド・フタ（布田） 事務総長 

『友』インターネット速報 2009年 2月 24日  No.370 
新種の詐欺メールにご注意を 

ロータリアンをターゲットにした数種の詐欺メールが出回

っています。国際ロータリー（ＲＩ）がＥメールを通じて寄

付を懇請したり、Ｅメールで個人情報を送るようお願いする

ことはありませんので、十分ご注意ください。以下の詐欺メ

ールにご注意ください。 

★受信者の個人情報を提供すれば「U.S. UFAAIDS-Rotary 

  District8080-Donations Coordinator」の役職が与えら 

れるという虚偽メール。差出人は「UFAAIDS」。 

★5米ドル寄付すればウェブサイトにインターアクトクラブ 

の名前を掲載する、という趣旨のＥメール。 

★「Rotary International improvement Grant Program」の 

受領者として選ばれたことを伝えるＥメール。8億件を超 

える情報が入った個人・企業専用データベースから選ばれ 

たと知らせる旨が記載され、「Cash Prize（賞金）」を受け 

取るための架空の番号と連絡先が記されています。 

★亡くなったロータリアンからの慈善事業への寄付金がＥ 

メール受信者に委ねられたとする詐欺メール。遺言執行者 

であると偽った送信者が、寄付金を受け継ぐために受信者 

の個人情報を要求する内容です。 

★賞金合計 70 万米ドルを獲得したと偽る架空のロータリー 

クラブからの詐欺メール。「賞金」獲得者である受信者が 

「賞金」を自国に移譲できないため、預金口座を共同開設 

しなければならない旨が書かれています。 
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ロータリー米山記念奨学会 表彰 

 米山功労者  

  １回目 北 勇一会員 

  １回目 中田一市会員 

  ２回目 奥村雅徳会員 

 

 

ハイライトよねやまより 
 
4 月からの新規採用合格者が決定！ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
4 月採用の米山奨学生の面接選考が、昨年 12 月より各地区の選

考委員会によって行われ、1,427 名（クラブ支援奨学金 17 名を含

む）の応募に対し、635 名の合格が決定しました。 

 

合格者は、奨学金プログラム別では、博士・修士・学部課程奨学

金が 605 名、クラブ支援奨学金が 12 名、地区奨励奨学金が 18

名です。このほか、現地採用奨学金 2 名がすでに決定しており、

海外学友会推薦奨学金 2 名も 3 月中旬までに決まります。地区

奨励奨学金は、大学以外の高等教育機関を指定校とすることが

できる制度ですが、今年は新たに帯広大谷短期大学、釧路短期

大学（ともに 2500 地区）、敦賀学園短期大学（2650 地区）、滋慶

学園（2660 地区）などからも合格者が誕生しました。 

 

国籍・地域別では、中国：48.7％（前年度 48.7％）、韓国：13.2％

（13.0％）、台湾：6.5％（6.3％）、その他：31.7％（32.1％）です。 

中国籍の学生は合格者全体の半数弱を占めるものの、在日留学

生全体では 6 割にのぼっており、当会奨学金への合格率は国籍

別で最も低い結果となっています。なお、今後は他奨学機関の

奨学金合格による辞退などによって合格者の変動が見込まれる

ため、人数の確定は 3 月下旬となります。 

 
 

 
Ｒ．Ｉ．Ｄ．２６５０ 地区大会 

大会ﾃｰﾏ『終の栖のまちづくり』 

４月１２日（日） 大津ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 

 

 
 
 
 
 

林田數一 会員

   私の住む上本町は

行政区は本町１丁目ですが、

昔は門前と呼ばれ浄応寺、法

栄寺等があり、中でも浄応寺

は五摂家の一家、二条家出身

の加賀国江沼郡荒谷城主藤丸

新四郎良教が、文明３年

（1471）に蓮如上人に帰依し

我 が 街 の 歴 史 （その１）

城内に一宇の道場を建立し、瀧之道場末応寺と号したのにはじまり、

以後江沼郡一帯の有力寺院となったそうです。 
５代瑞正院教珎の代に一向一揆で信長に破れ、大阪石山本願寺に逃れ

顕如上人に従うことになりました。６代瑞心院教永は四散した門徒を

吉崎に訪ね、徳分田、種村（山崎三ヶ）と居を移し寺を再興、准如上

人より浄応寺の寺号も賜り、ここに末応寺改め浄応寺と名乗るように

なりました。


