平成２８年７月２０日 発行

本日の例会

次回例会

平成２８年７月２０日（水） 第 1859 回例会

平成２８年７月２７日（水） 第 1860 回例会

18：30

19：30

開会点鐘
ロータリーソング斉唱（それでこそﾛｰﾀﾘｰ）
会長挨拶・米山奨学会寄付感謝状贈呈
山中 RC 表敬訪問 会長 北村貴司 様
幹事 日下賢城 様
幹事報告・委員会報告
外部卓話 「今後の経済動向について」
三津井証券 代表取締役社長 武本一美様
閉会点鐘

お知らせ

新入会員卓話
瀬野友伸会員
ロータリーの友（７月号） 解説
表敬訪問 三国ＲＣ
会長 安田 一英 様（税理士）
幹事 齊藤 重一 様 （建築業）

今後の予定
平成２８年８月 ３日（水） 第 1861 回例会
ロータリーの友解説・武生 RC よりＩＭ参加のお願い
新入会員卓話 笹埜博会員

平成２８年８月１０日（水） 第 1862 回例会
会員卓話 林田恒正会員「ガバナー補佐を経験して」

7/22(金) 平成 28 年度献血運動推進大会福井県大会
三寺社会奉仕委員長 出席予定
7/23(土) 第１回青少年奉仕担当者会議
松井青少年奉仕委員 出席予定

平成２８年８月１７日（水） お盆の為 休会
平成２８年８月２４日（水） 第 18630 回例会
就職模擬面接会 ＜時間・場所変更になります＞

福井県内クラブ例会日・開催場所
月 曜 日

火 曜 日

福井東・ｱｵｯｻ3FWel Aossa

福井南・繊協ﾋﾞﾙ8F大ﾎｰﾙ
勝 山・勝山市民活動ｾﾝﾀｰ
武 生・武生商工会館
若 狭・ﾎﾃﾙせくみ屋
福井ﾌｪﾆｯｸｽ・ｸﾞﾗﾝﾕｱｰｽﾞﾌｸｲ
**

水 曜 日

*＝19:00開会 * *＝18:30開会

木 曜 日

金 曜 日

福井北・ｸﾞﾗﾝﾕｱｰｽﾞﾌｸｲ
福 井・ﾕｱｰｽﾞﾎﾃﾙﾌｸｲ
福井西・ﾊﾞｰﾄﾞｸﾞﾘｰﾝﾎﾃﾙ
敦 賀・福井銀行敦賀支店2F 武生府中・農協会館３Ｆ
三 国・三国観光ホテル
鯖江北・神明苑内
* 福井水仙・福井ﾊﾟﾚｽﾎﾃﾙ
鯖 江・鯖江商工会館３Ｆ
大 野・大野商工会館1F
* 敦賀西・プラザ萬象 福井あじさい・ﾘﾊﾞｰｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ
丸 岡・城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

会 長 挨 拶

会 長

山 下 健 治

今日は、なぜロータリー年度が７月から始まるのかを調べてきました。
1905 年にシカゴロータリークラブが誕生し、1910 年 8 月に１６クラブで最初の全米連合会を開催しました。
1905 年は明治 38 年、日本では日露戦争の頃です。
その後も 7 月や 8 月は夏のバカンスであり、出席しやすかった、集まるのに便利だったために、毎年この時期に
全米連合会が開催されましたが、1912 年 8 月のロータリー国際連合会で、監査人から前の年の会計報告を国際
大会で報告するために、会計年度を 6 月 30 日に終わらせてほしいと要望があり、7 月からが新年度と正式に決
めて、それ以降ロータリーでは 7 月から新年度となっているとのことでした。
ここからは少し余談になりますが、その後、7 月や 8 月は暑いねー、ということで 1917 年は、6 月 17 日にア
トランタで開かれましたが、この会議でロータリー財団の前身であるロータリー基金が初めて提案されました。
来年 2017 年ですからロータリー財団は来年 100 周年となり、国際大会はアトランタで開かれことに繋がって
います。

幹 事 報 告

幹 事

来 簡
≪ガバナー事務所より≫
①＜福井ブロック＞クラブ米山奨学委員長会議のご案内
8/27（土）14：00～16：00 アオッサにて
②2018-19 年度ガバナーの決定通知
中川基成（なかがわ もとなり）氏 （あすかロータリークラブ）
③2015-16 年度「ロータリー希望の風奨学金募金」
並びに「熊本地震災害復興支援のための募金」へのご寄付
誠にありがとうございました。
④ＩＭ 第５組 福井県下 RC 対象 新会員セミナーのご案内
今年度入会者
会場：武生市商工会館 登録料：一人1,000 円
⑤2015-16 年度「地区職業奉仕講演会」議事録
⑥米山奨学会 感謝状
第６回米山功労者 釣部勝義会員
第３回米山功労者 倉本正一郎会員

第10回ロータリーカップ

杉 本 政 昭

ビジター受付のみ 12：00～12：30
福井 RC
木 8/25
福井西 RC
金 7/22 8/26
福井南 RC
火 8/19,23,30
福井北 RC
水 7/27 8/10
福井あじさい RC 金 7/29 8/12,26
武生府中 RC
木 7/28 8/25
大野 RC
水 8/3
敦賀西 RC
木
ビジター受付のみ 18：00～18：30
福井水仙 RC
木 8/18,25
福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC
火 8/11
※ 地区内のクラブ間の例会行事等の連絡方法が変更にな
りました。
各クラブの例会情報は、
２６５０地区のホームページの
「クラブ情報」→「例会情報」でご確認ください。

学童軟式野球大会

開催

７月２日（土）

去る7月2 日に三国球場で坂井市内より12チームが参加し
て開会式が開催され、その後１，２回戦が行われました。
準決勝・3 位決定戦・決勝は、２回の雨での順延を経て
７月 10 日に、青空の下、三国北小学校グランドで行われ、
閉会式では安田三国ＲＣ会長が表彰状授与と優勝カップ贈
呈、山下丸岡ＲＣ会長が出場チームの健闘を讃えて閉会の
挨拶を述べました。
決勝戦は１点を争う好試合でしたが、ノーアウトフルベー
スを０点でしのいだ三国北チームが連覇を果たしました。

第40回夏季ウイングカップソフトボール大会

７月１７日（日）

ＮＰＯ法人福祉ネットこうえん会（会長 林田恒正氏）主催 当クラブ共催のソフトボール大会は、雨天の為止む無く開会
式を中止し、試合については、雨の合間を縫って、前日から宿泊していた県外チームを中心とした試合が実施されました。
Ａ１クループ優勝 「岡山県選抜ソフボールチームＡ」
（昨年全国障がい者スポーツ大会「紀の国わかやま大会」で優勝
過去全国障がい者スポーツ大会で８回優勝経験チーム）
Ａ２クループ優勝 「富山県」でした。

2016-17年度

活動方針発表

②

７月１３日（水）

【クラブ広報
奥村雅徳】
７月６日（水） 開催
本年度基本方針 ◆対外に向けた活動と理念がわかるホームページの改訂と工夫。◆ホームページが会員の情報共有のツールと
しての情報発信ができ、更新回数を増やす工夫。◆メールによる情報交換の促進。 以上、会長方針を踏まえ実践するよう全
力を尽くす。また、会報、雑誌広報ＩＴの各委員会は、両正副委員長の基本方針を尊重し、各委員のチームワークで実行する。
本年度活動計画 ◆クラブのホームページ充実に向け、若手会員の知恵と技術を発揮し、細やかな情報発信や更新に努める。
◆迅速、正確な連絡網としてメールの活用の促進を図る。
【会員増強・退会防止
水﨑亮博】遅刻の為山下会長代理で発表
会員増強は４０周年には会員４０名という目標に向け活動を始めているが、１ヶ月に１回は委員全員を集めての情報交換会を
開く予定。今週月曜日の第１回情報交換会では既に６名もの入会見込み者があり、順次正式入会に向け詰めていきたい所存で
ある。また、退会してしまいそうな会員の情報を早めに収集し対処策を考えることで防止につなげたいと考えている。職業分
類・会員選考委員会については規約に則り例年通り進めていきたい。ロータリー情報委員会は昨年より少々問題となっている
新入会員オリエンテーションを会員全員参加で行う予定です。
【職業奉仕
林田千之】
本年度基本方針 職業奉仕は、奉仕の第２部門です。職業奉仕の目的は、事業及び専門職務の道徳水準を高め、いわゆる有用な
業務は尊重されるべきであるという認識を深め、あらゆる職業に携わる中で、奉仕の理想を生かしていくことといわれてい
ます。また、ロータリーの目的（綱領）の第２項で「職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認
識し、社会に奉仕する機会としてとしてロータリーアン各自の職業を高潔なものにする」と言われています。
そして以下の様に方針とします。
①就職相談
主として青少年の就職に力を貸し、雇用につとめる。
②職業指導
地域社会内に雇用の機会を増やし「四つのテスト」の適応、推進をはかる。
本年度活動計画 ８月２４日 坂井高校にて就職模擬面接 対象生徒数 180 名（坂井高校）＋25 名（丸岡高校）
１２月もしくは１月
職場訪問 小林化工（株） あわら市
【社会奉仕
三寺康信】
本年度基本方針 地域、人に会員に貢献できる事業を計画し実施する。
本年度活動計画 ①お見合い事業 平成２８年１０月 平成２９年８月 祭り開催時間 ボランティア婚活 結婚適齢期を迎
えた男女にボランティアを通じて出会いの場を提供し、早期結婚・出産につなげることを目的とします。
②丸岡城イルミネーション事業
【国際奉仕
杉本政昭】
本年度基本方針 会長方針に従って委員会事業を進める。 国際奉仕を進める。タクアパ RC との合同事業を進める。
姉妹クラブとの友好を一層図る
本年度活動計画 ①タイ国バンカー県タクアパ群の津波被害者再建住宅団地（ITV 仮設団地）コミュニティーセンターと孤児院
の施設改修及びパソコン機器と英語力アップソフトの導入（ICT 活用）でラーニングセンターへの転換による学習環境整備。
さらには群内の小学校への図書館の充実をグローバル補助金活用によって行う。
②島原南ロータリークラブ創立３０周年記念式典に積極的に参加する。
【青少年奉仕
東角操】
本年度基本方針 ・国際的視野を持つ高校生の育成とリーダー育成 ・スポーツを通じての新生代の育成 ・地区事業である
RYLA 事業を通じての青年リーダー育成
・新世代に命の大切さを学んでもらう
本年度活動計画 ・国際奉仕委員会が行う事業に合わせた地元高校生のタイスタディーツアーを行う。
（高校生の募集 PR、選定、
事前研修 英語力重視） ・第 10 回ﾛｰﾀﾘｰｶｯﾌﾟ学童軟式野球大会開催（共催）
・第８回ﾛｰﾀﾘｰｶｯﾌﾟ少年ｻｯｶｰ大会の開催（主
催） ・ｳｲﾝｸﾞｶｯﾌﾟｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会への協賛（夏・秋） ・RYLA 事業への参加 ・あかちゃんだっこ事業への協賛
【ロータリー基金
倉本正一郎】
本年度基本方針 ロータリー財団の活動に会員の理解と協力をお願い致します。2016-17 年度は、ロータリー財団が１００周年
を迎える記念の年です。財団補助金委員長福井北ロータリークラブの井澤様より強く要請をされましたので、よろしくお願
い申し上げます。
本年度活動計画 ①目標金額 年間お一人１８０ドル以上達成 約２万円 ②ポールハリスフェロー １名達成
③マルチプルポールハリスフェロー ３名達成
④ベネファクター ２名達成
⑤地区委員による財団の啓蒙
⑥米山記念奨学金 年間お一人２４，０００円 の協力をお願い致します。

委員会報告
◆ニコニコ箱◆
山下会長
杉本幹事
前川重雄
松井
松田
道木
笹埜

７月１３日（水）
寄付者 ７名

◆出席状況◆ 開催
出席委員会
７月６日（水）

今日はみんなで懇親を深めましょう。
本年度役員一同どうぞ宜しくお願い致します。
今年一年がんばります。
今日の新年度会員懇親会親睦委員長として
頑張ります。
本日はおつかれ様です。
二次会おまちしております。
今年一年がんばります。
親睦委員会なので、本日ガンバリます。

新年度会員懇親会

例会日

会員数

7/13

３４

出 席

届有欠

届無欠

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ

出席率

２８

５

０

１

85.29%

【メーキャップ】 今週分なし

◆寄付金の状況◆
ニコニコ箱
ロータリー財団
米山記念奨学会

ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会
７月 13 日
累計
会費含む累計
9,000 円
52,000 円
487,000 円
0円
37,000 円
0円
42,000 円

小松屋にて
７月６日（水）
山下会長挨拶

７月１３日（水）
開催

理事の皆さん どうぞよろしくお願いします

水﨑直前会長 乾杯！
親睦委員会 余興
上方落語家
都の亭 小みち様
熱心に聞いて、笑いもで
てました！(^○^)

金会長エレクト一本締め

恒例の♪手に手つないで♪

丸岡ロータリークラブ
会員数：３４名 例会場：丸岡城のまちコミュニティセンター
例会日：毎週水曜日 18 時 30 分
事務局：〒910-0251 福井県坂井市丸岡町一本田福所 22-24-3 東角建設(株) ２F
TEL 0776-67-0410 FAX 0776-67－4811 E-mail webmaster@maruoka-rotary.com
クラブ広報委員会 委員長―奥村雅徳 会報委員会 委員長―倉田教信 副委員長―道木宏昌
委員―青池 進 前川 徹 瀬野友伸 笹埜 博

