平成２８年８月１０日 発行

本日の例会

次回例会

平成２８年８月１０日（水） 第 1862 回例会

平成２８年８月１７日（水） お盆の為 休会

18：30

開会点鐘
ｿﾝｸﾞ斉唱（栄冠は君に輝く Ｐ４に歌詞あり）
会長の時間
幹事報告・委員会報告
会員卓話
林田恒正会員
「ガバナー補佐を経験して」
閉会点鐘

19：30

平成２８年８月２４日（水） 第 1863 回例会
就職模擬面接会 坂井高校にて
8：30 までに来校ください。
9：00～面接開始

今後の予定
平成２８年８月３１日（水） 第 1864 回例会
→９月３日（土）＜開催日時・場所変更になります＞

お知らせ

会員オリエンテーション・炉辺会談

平成２８年９月 ７日（水） 第 1865 回例会

8/6 (土) 財団セミナー
山下会長 出席しました

8/7 (日) 第１回社会奉仕委員会
三寺社会奉仕委員長 出席しました
東角会員「災害時の活動を通じての社会奉仕」 講演

ロータリーの友(９月号)解説 上屋敷会員
外部卓話 Vivace Consulting（ﾋﾞﾊﾞｰﾁｪｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ）
代表 酒井恒了（さかいつねのり）様

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

小松屋にて

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 の 時 間

会 長

山 下 健 治

大変暑い日が続いていますが、皆さん熱中症にはくれぐれも気を付けて下さい。本日は武生ＲＣから京藤会長と
佐々木ＩＭ実行委員長がＩＭのＰＲにお越しいただきました。IM は福井県下１９クラブが持ち回りで開催してお
りますが丸岡は３年ほど前に開催しましたのであと１６年後位にまた順番が回ってきますが、是非ここにいるメン
バーも含めて開催したいと思いますので、皆さん健康に十分注意して下さい。
さて、８月２４日に坂井高校で就職模擬面接が実施されますが、先般の夏の高校野球予選で坂井高校が敦賀気比を
破り、もしかすると甲子園に出場したら模擬面接が開催できるのだろうかと心配になって調べましたが、甲子園は
２０日頃には終わるので影響ないことが判りましたが、残念ながら準決勝で負けてしまい心配は杞憂に終わりまし
た。坂井高校は春江工業と統合して初めての卒業生を送り出しますが、学校の規模は農業・食品・機械・自動車・
電気・情報システム・ビジネス・生活デザインの８コースあり、生徒数は８００名を超える大きな高校となりまし
た。就職希望者も大変多くなりましたの、模擬面接には是非多くの会員のご協力をお願いしたいところです。
８月３１日の例会は９月３日土曜日に日程を変えて、全会員対象のオリエンテーションと会員が膝を突き合わせて
の炉辺会談を復活する予定です。是非多くの会員でロータリーを再確認し親睦を深めてもらいたいと望んでいま
す。

幹 事 報 告

幹 事

来 簡

ビジター受付のみ 12：00～12：30
福井 RC
木 8/25 9/15 10/20,27
福井東 RC
月 9/5
福井西 RC
金 8/26
福井南 RC
火 8/19,23,30
福井北 RC
水 8/10
福井あじさい RC 金 8/12,26
武生府中 RC
木 8/25 9/20,29
敦賀西 RC
木 8/25

≪ガバナー事務所より≫
①ラックニュース
2016-17 第１号
②2016-17 年度地区補助金の交付
承認事業：タイ国バンガー県への高校生スタディツアー
交付予定金額：２，８００＄
③【米山】10 月米山月間、奨学生による卓話日のお知らせ
丸岡ＲＣ １０/１９（水）に決定 詳細は後日連絡。
④標準ロータリークラブ定款（RI からの正式な日本語版）
≪他クラブより≫
①会報
武生ＲＣ
②クラブ要覧
山中ＲＣ

ビジター受付のみ 18：00～18：30
8/18,25 9/29 10/27
福井水仙 RC
木

≪その他≫
①丸岡城天守を国宝にする市民の会理事会開催のお知らせ
8/30（火）19：00～

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC

参加要請

武生ＲＣ

★国際ロータリー２６５０地区 ＩＭ５組
本年度ホストクラブ
武生ＲＣ
会長 京藤 敏実様
実行委員長 佐々木 忠彦様

IM

火 8/11 9/27

※ 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。

事務局 お盆休み 8/13（土）～8/17（水）

ＩＭ

杉 本 政 昭

８月３日（水）
１０月１５日（土） いまだて芸術館にて
１１：１５～受付開始（ふれあいプラザ）
※昼食＆会員交流会
１３：００～開会式
１４：１５～基調講演 『子どもの明日がみえますか』
教育評論家 尾木直樹 氏
１５：４０～パネルディスカッション
テーマ『子供の貧困問題』
１７：１０～閉会式

(アイエム) インターシティミーティング とは。
。
。
。

国際ロータリー第2650 地区97 クラブのロータリアンが集い開かれる会合｡討論の主な内容は五大奉仕部門をカバー
しつつ､ロータリーの特徴やプログラムなどを検討する｡クラブ全員参加のこの会合の目的は､会員相互の親睦と知識を
広めることであって､さらに会員にロータリー情報を伝え､奉仕の理想を勉強するために開催される｡
決議や決定はない｡
I M への出席はメークアップとなる。

第４回理事会

議事録

８月３日（水）開催

【審議事項】
７月６日（水）
【協議事項】
開催
①9 月 3 日例会について（8 月31 日例会日程変更分） ⇒承認
①例会の座席について
山下会長より 9 月 3 日例会を会員オリエンテーション・
山下会長より、例会の座席（スクール形式）の旨、説明
炉辺会談（案）の資料に基づき説明
今後も関心を持って注視して頂くことで了解
②９月例会プログラムについて ⇒承認
②ガバナー公式訪問 タイムスケジュールについて
山下会長より９月例会プログラムを資料に基づき説明
山下会長より、資料を基に説明。初めての合同開催ですの
③2015-2016 決算案承認の件 ⇒承認
で理事役員には是非ご協力していただきたい旨要請
倉田前年度会計理事より 2015-2016 決算案報告
東角理事より当座預金の存在意義について意見があり、林 【報告事項】
田千之理事が説明。水﨑理事より次年度は事務運営費の扱 ①表敬訪問について
山下会長より、表敬訪問（三国・山中）を報告、親クラブ
いについて考えてみてはと意見がある。次回例会にて配布、
の福井 RC への表敬訪問は必要ないかの意見に、林田千之
報告の旨を了承
理事より周年行事に招くようにしていると報告
④2016-2017 予算案承認の件 ⇒承認
②その他
山岸会計理事より 2016-2017 予算案説明
山下会長より、島原南 RC とは何らかの形で、年 1 回くら
山下会長より特定資産の使途、取崩しに関する細則を今年
いは交流を図ったらどうかという意見が会員からある旨
度中に決めたいとの意見。次回例会にて配布、報告の旨を
報告、今年度は３０周年に出席して交流する旨報告
了承。
⑤「赤ちゃんだっこ体験学習」について ⇒承認
日
時
内
容
東角青少年委員長より「赤ちゃんだっこ体験学習」の概要
8/31 ＜時間・場所 変更＞
を説明。金理事より広報の意見が出され、東角理事承諾。
9/ 3（土）17：00～
会員オリエンテーション・炉辺会談
小松屋にて
⑥古城祭り協賛広告について ⇒承認
祝事
ロータリーの友(９月号)解説 上屋敷会員
山下会長より、古城祭り協賛広告に会長、幹事の名前を載
外部卓話
Vivace Consulting（ﾋﾞﾊﾞｰﾁｪｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ）
せる旨 資料を基に説明。
代表
酒井恒了（さかいつねのり）様
9/ 7（水）
⑦会長ノミニーについて ⇒ 承認
島原南 RC
山下会長より、役員選出委員会（藤本委員長）で林田千之 ３０周年式典について『福井県企業の成功事例と
そこから学ぶこれからの展望』
会員が会長ノミニーに決定の旨説明
2017 年 5 月 13 日又は14 日
ガバナー補佐を招いて
9/14（水）
山下会長から島原南クラブ協議会
RC３０周年式典の日程だけが決定した
旨説明。
⇒了解
外部卓話 合同会計 竹沢祥一様
9/21（水）
③第 10 回ロータリーカップ学童軟式野球大会について
山下会長より、7/2 開会式（会員出席）7/3
は7/9 に順延の
ガバナー公式訪問
高椋公民館にて
9/28（水）13：00～
旨 説明
⇒了
解
④表敬訪問について
出席報告
８月３日（水）
7/22 三国 RC 7/26 山中 RC へ会長幹事が訪問
⇒了解
⑤6/29 お疲れさん会の決算 について
7/31（日）13：00～17：00
国際奉仕セミナー
京都商工会議所ビルにて
水﨑前会長よりお疲れさん会の決算について説明
⇒了解

刀根ガバナーの挨拶から始まり、セミナーの趣旨説明がありました。
内 容
①2016-17 年度 ラオスポリオミッションの概要説明
届の承認について
地区では 21 年間継続してきたポリオミッションを 今年度も実施し、長年の協力先である WHO 西太平
山下会長より、多田会員より退会届が出されている旨説明
洋地域事務局と協議を重ねて、今年度は地区事業として“ラオス”で実施することが決定したとの事で
青池進
⇒承認
す。今回のラオスミッションは 11 月 2 日から 8 日の 5 泊 7 日の予定で、ポリオワクチンの投与と教育の
国際奉仕副委員長
④事務局雇用契約について
支援を実施するとの事でした。
出席
山下会長より、月1.000 円up の雇用契約の旨説明 ⇒承認
その中でラオスミッションの参加と寄付のお願いがありました。
刀根ガバナーの思いとしては、参加していない方々にぜひ参加してほしいとの事でした。
【協議事項】
まだ寄付の方は各クラブ会員お一人1,000円以上をめどに目標金額 500 万を達成し事業に望みたいと
①次次年度事業予算について
のことでした。
山下会長より作成中として概要を口頭で説明
⇒了解
②世界が必要としている国際奉仕事業について
②三国 RC との合同ガバナー公式訪問について
③クラブ単独で行う国際奉仕活動の提案
2016/9/28 午後１時より５時まで
高椋 CC にて
講 師
山下会長より、例会とアドレスは三国
RC と合同でする旨
ＷＨＯ（ＵＰＲＯ） 医官 牧野智彦氏
説明
⇒了解 技官 矢島綾氏
国際協力ＮＧＯセンター（ＪＡＮＩＣ） 藤森みなみ氏
今回始めて、地区国際奉仕セミナーに参加しまして、WHO とのつながりの活動やいろいろな国際奉仕事
業についていろいろ勉強になりました。
今後、我が RC の国際奉仕活動の取り組みに参考にしていけたらと思っています。

7/22（金）13：30～15：00

平成２８年度献血運動推進福井県大会

支部長感謝状 （銀色枠） 活動継続 ５年以上

国際交流会館にて

表彰を受けました。

次 第
１ 表彰状等の授与
２ 福井県健康福祉部長あいさつ
３ 献血推進広報ＤＶＤ「赤い血が日本を動かしている」上映

三寺康信
社会奉仕委員長
出席

ロータリーの友（７月号）解説

８月３日（水）

下村 雑誌・広報・ＩＴ副委員長
７月６日（水）

開催

ｐ３： ＲＩ会長メッセージ
あなたの一言から始まる
「あなたは、地域社会をより良くするために必要なスキル、才能、人格をお持ちです。私達と
一緒に地域社会で活動していただけませんか」と言うことです。
ｐ１６～１７：数字で見るロータリーの会員状況
・１クラブあたりの平均会員数
・世界と日本の会員数推移
・地区別女性会員数の割合
ｐ３６：例会出席は義務ですか？楽しみですか？
「友」編集長 二神典子
新会員の皆さま、例会に出席した時、皆さまから積極的に話しかけると早く名前を覚えて
もらえますし、先輩について知ることもできます。例会は、ロータリーになじむための第一
歩です。楽しんで出席して下さい。
ｐ７２：友愛の広場
最年長？の新会員
東京多摩 黒岩 択実
御年９０歳の由井照子さんの入会内ついて、私達も頑張らなければ～

８月度

会 員 誕 生 日
8/3
8/24
8/26
8/26
8/27

祝事

水﨑会員
下田会員
山下会員
三寺会員
倉田会員

会員夫人誕生日

76
67
59
49
59

8/7
8/18
8/20
8/21
8/26

栄 冠 は 君 に 輝 く
（作詞：加賀大介 作曲：古関裕而）
くも

わ

１． 雲 は湧き

ひかりあふ

光 溢 れて

わこ うど

若 人 よ

いさぎよし

てんたかく

天 高く

いざ まなじりは

ほほえ

きぼう

じゅんぱく

たま

と

今日ぞ飛ぶ

かんこ

歓呼 にこたえ

えいかん

微笑 む希望 ああ 栄冠 は君に輝く
け

く

はくねつ

２．風をうち 大地を蹴りて 悔ゆるなき 白 熱 の
わこ うど

若 人 よ

せいしゅん

きょう

純白 の球

いざ

いっきゅう

ちから

わざ

力 ぞ技ぞ

いちだ

一 球 に 一打にかけて

さんか

いのち

けんこう

３．空を切る 球 の 命 に かようもの 美しくにおえる 健康
わこ うど

若 人 よ

かんげき

感 激 を

いざ

まぶた

みどり こ き

緑 濃き しゅろの葉かざす
えいかん

目蓋 にえがけ ああ 栄冠 は君に輝く

ゆかり様
節子様
政代様
美代子様
直子様

第９８回全国高校野球選手権が
開幕しています。
福井代表の北陸高校は、第２日
１回戦
東邦高校と対戦。
１２点ビハインドの最終回でも
「諦めずにみんなでやりきろ
う、点差は関係ない！」と意地
をみせました。東邦１９-９北陸
でした。
リオオリンピックと共に
連日、目が離せないですね!(^^)!

えいかん

青 春 の 賛歌をつづれ ああ 栄冠 は君に輝く
たま

倉田会員夫人
金会員夫人
釣部会員夫人
林田千之会員夫人
北会員夫人

山下会長 推奨のソングを
本日の例会に歌い、
高校球児と共に
暑い夏をのり切りましょう♪

新入会員卓話

８月３日（水）
「みなさんの知らない世界」
７月６日（水） 開催
2016 年 4 月 6 日 入会

笹埜 博 会員（ＨＳＴ 代表）
私のご紹介をさせていただきます。
笹埜 博 昭和４９年６月６日生まれの４２歳。
母の実家が石川県七尾市中島町でございまして、七尾の県立病院で生まれました。
その後は丸岡にてつぼみ保育園から長畝幼稚園、長畝小学校と進み、全く勉強をし
ない子供時代を過ごしました。小学校の時には、長畝卓球スポーツ少年団に入り倉
本前年度幹事と出会い、卓球を教えていただいたのを覚えております。丸岡中学校
では部活動に励み柔道部、相撲部と掛け持ちをし、高校は福井高等学校に推薦で進
学いたしました。高校でも柔道部に所属しておりましたが、１年の夏の練習試合で
腰を痛めドクターストップにより柔道から離れることになりました。その後は高校
生活において、学校祭などに率先して参加し、友人とバンドを組みその仲間に、会員の松田さんが同級生でもありバンド
メンバーとして青春時代を共に過ごしました。学校外では丸岡ジュニアリーダーズクラブに所属し、県ジュニアリーダー、
シニアリーダーなどのボランティア活動もさせていただきました。この時の経験が青年会議所活動などに役立たせること
ができたのではないかと思っております。工大に進学をしたのですがバイト生活を送りすぎた為、中退となります。
社会人としてスタートしたのが堀水にありました笹野商店で営業をし、その後はコアーズ松尾に入社。建築の勉強は現場
監督をしながら体で覚えるというやり方で勉強しました。その後は笹野商店の倒産があり家業の笹野製材所に戻ることに
なります。しかし６年ほど頑張りましたが笹野製材所も倒産ということになりました。この時点が私の第一の人生の終わ
りでございました。
第二の人生は現在の軽貨物運送 HST を自分で始めたのがスタートだと感じております。普通であれば第一の人生が終
わってすぐに第二の人生が始まるのですが、私の場合はその間に数年の空間があります。その部分を「みなさんの知らな
い世界」という事で話したいと思います。
製材所の倒産後、丸岡アートプリンティングで約 3 年勤めましたが、自分には何もないことに気づきました。そんな中
で友人から昔やりたかったことは無かったのか？と言われ。思い出しました。映画制作の仕事がしたかったんです。工大
へ進学する前に、映像制作の専門学校に進みたいと高校の担任に伝えたのですが、家業があるだろうと言われ断念しまし
た。その夢だったことをやってみようと考え、東京に出ることになります。映像制作のチームに参加させていただくこと
になりましたがあまりその仕事もなく、アルバイトをすることになります。そのアルバイトが役者（俳優）です。CM をメ
インとしたタレント事務所の社長さんに気に入ってもらい、
CM のアルバイトをもらいます。
俳優の種類にはいくつかあり、
エキストラ、スタンドイン、出演俳優、声優、スタントマンなどなど。その中でも私は、エキストラと、スタンドインを
メインにバイトをさせていただきました。ギャラもよく制作現場に入れるという事もあり楽しみながらバイトすることが
できました。
もう一つのバイトは調査会社です。役者をやっているという事から簡単にお仕事を頂くことができます。東京ならでは
ですが。調査会社の仕事内容はいくつかありますが、バイトですので行動に関する調査をメインでさせていただきました。
このバイトもギャラがよく、東京生活には非常に助かったバイトでございました。
役者、俳優さんなどと一緒にお仕事をさせていただきな
がら気づいたのですが、企業の社長さん方はすごい役者さ
んと同じ気がしました。お客さんの前で仕事の話、お客さ
んの顔を見ながらアドリブで話を合わせる。そして契約を
取る。大物俳優と同じような行動なんです。アドリブを利かせ自分のキャラを確立し、大きな仕事につなげていく。全く
同じように感じることができます。
私も皆さんのように大物俳優を仕事で目指していきたいと思います。
大物俳優との会話や調査会社での仕事内容などとても書ききれないエピソードを話して頂き、ぜひ続編を聞きたいとい
う声が多数ありました。本当に楽しい時間となりました。
（文責 倉田 教信）

委員会報告
◆ロータリー財団◆

８月３日（水）
寄付者 １３名

◆出席状況◆
７月６日（水）

出席委員会
開催

釣部 林田千之 下田 奥村 髙嶋 林田恒正
山下 下村 倉本 水﨑 杉本 松井 上屋敷

例会日

会員数

出 席

届有欠

届無欠

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ

出席率

8/3

３４

２６

５

２

１

79.41%

◆米山奨学会◆

【メーキャップ】 7/23 青少年奉仕担当者会議 林田數一 8/3分

寄付者 １３名

8/7

釣部 林田千之 下田 奥村 髙嶋 林田恒正
山下 下村 倉本 水﨑 杉本 松井 上屋敷

◆寄付金の状況◆

◆ニコニコ箱◆

寄付者 １７名

≪お客様≫
武生ＲＣ １０月１５日 ＩＭへの出席よろしくお願いいたします。

倉本
水﨑

柿木
松井
青池
松田
上屋敷
笹埜

『丸岡城天守を国宝へ』 応援しましょう！
丸岡城展望について（城外）

福井震災前の石製の鯱
福井震災で落下した笏
谷石の鯱は現在天守閣
登り口の階段脇に保管
されています。

東角 三寺 7/27分

ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会
8 月3 日
累計
会費含む累計
28,000 円
173,000 円
608,000 円
16,000 円
90,000 円
16,000 円
94,000 円

ニコニコ箱
ロータリー財団
米山記念奨学会

山下会長 武生ロータリークラブ京藤会長 佐々木ＩＭ実行委員長
ようこそ丸岡にお越しいただきました。
笹埜会員、知らない世界の卓話楽しみです。
杉本幹事 武生ＲＣ会長 京藤様、ＩＭ実行委員長 佐々木様ようこそ
丸岡ＲＣへ。笹埜会員卓話よろしく！
林田千之 ＩＭニコニコ出席します。楽しみ笹埜さん。
家内の誕生日を自祝して。
下田
誕生日を自祝して。
藤本
下村さん 友の解説ご御苦労様です。
奥村
武生 RC 京藤会長 佐々木ＩＭ実行委員長ようこそ。
ＩＭ成功をお祈りいたします。頑張って下さい。
笹埜会員卓話よろしく。
林田恒正 先日の福井北ロータリークラブとのボケ防止ゲーム大会に
８名の方がご参加いただきありがとうございました。
下村
武生ＲＣ京藤会長様 佐々木ＩＭ実行委員長様 ＩＭの
開催ご苦労様です。今日はロータリーの友解説をさせて
頂きます。

社会奉仕委員長会議

武生ロータリークラブの御二方 本日はＩＭ報告ごくろう
さまです。新入会員笹埜様卓話ありがとうございます。
本日７６才に誕生日を迎えました。まさかここまで来るとは
思いませんでした。もう少し頑張って生きようと思っており
ます。今後ともよろしく。
笹埜会員 今日はご苦労様です。申し訳ありませんが、
私用により早退させて頂きます。
笹埜会員 新入会員卓話よろしくお願いします。
笹埜会員 卓話御苦労様です。楽しみにしています。
笹埜会員 卓話がんばってください。
下村さん、友の解説よろしくお願いします。
笹埜さん、卓話よろしくお願いします。
本日 新入会員卓話よろしくお願いします。

②
（坂井市丸岡観光協会公式サイトより）

現在の化粧はぶ板と鯱
現在の木造の銅板張り
の鯱です

狭間（鉄砲穴）
天守の壁面に開けられ
た小さな小窓で、この穴
から外敵に向かって石
を投げ落としたり、鉄砲
を撃ったりするところ
です

石瓦
約 6000 枚の瓦はすべて
笏谷石（足羽山山麓から
産出）
1枚20～60kg 屋
根全体で 120 トンにも
なります。

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

