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本日の例会

次回例会

平成２８年８月２４日（水） 第 1863 回例会

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＞

12：15
12：45

13：00

食事
開会点鐘
ｿﾝｸﾞ斉唱（奉仕の理想）
会長の時間
幹事報告・委員会報告
閉会点鐘

情報集会・炉辺会談
小松屋にて
16：30 受付開始
17：00 例会点鐘

今後の予定
平成２８年９月 ７日（水） 第 1865 回例会

＜9：00～11：45 福井県立坂井高等学校にて
就職模擬面接会 実施＞

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

お知らせ
8/27 (土) ＜福井ブロック＞クラブ米山奨学委員長会議
青池米山奨学委員長 出席予定

平成２８年９月１４日（水） 第 1866 回例会
クラブ協議会 ガバナー補佐を招いて

9/11 (日) 第 2650 地区 RLI パートⅡ研修会

平成２８年９月２１日（水） 第 1867 回例会

金会長エレクト 出席予定

外部卓話 合同会計 竹沢 洋一 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

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

相変わらず暑い日が続いていますが、今日はソング委員長にお願いして、元気がもらえるよう「栄冠は君に輝く」
を歌っていただきましたが、少し声がかれてしまいました。
明日は今年から始まる山下の日でなく「山の日」という休日です。６月と８月に休日がないことから、お盆休みと
繋がる８月１２日が候補に挙がったのですが、その日は御巣鷹の尾根に墜落した日航ジャンボ機事故の日で、群馬
県の小渕さんが反対して１１日になったということです。羽田から小松へ飛ぶ飛行機は、東京の石原さんが横田基
地の空域を一部を米軍から返還してもらって、左に富士山、右に御巣鷹の望む上空を飛んできます。私はこの上を
通るときはいつも犠牲者の冥福を祈っています。
さて、高校野球も始まりリオでも日本選手の活躍が毎日伝えられていますが、リオでは柔道の大野将平選手に大変
感動しました。オール一本勝ちで、今まで世界大会レベルでは見たことがない巴投げで一本を取ったことにも感動
したのですが、最も感動したのは、勝った後にはガッツポーズどころか笑顔すら見せず、相手と握手して健闘を讃
えあった姿です。外国人には理解できないかもしれませんが、あの戦い方、あの礼儀こそが、本来の日本の柔道の
粋な姿、まさにスタイリッシュ＆ダイナミックでした。
今日は他にうれしい話題が２点あります。まずは地区財団より青少年高校生派遣事業に対して補助金２８００ドル
の交付が決定しました。高校生派遣事業に役立てて頂く予定です。もう一点は、会員増強委員会のご尽力で２名の
新入会員が入会される運びとなりました。告示が始まりますので皆さんご確認ください。最後になりましたが、会
長指名委員会が開催され、結果は後ほど藤本パスト会長より発表して頂きます。

幹 事 報 告

幹 事

来 簡
≪ガバナー事務所より≫
①【国際奉仕委員会より】 ラオスポリオミッション
ご参加とご寄付のお願い
9/9 回答期限
≪他クラブより≫
①会報
武生ＲＣ
≪その他≫
①平成２７年度 献血事業概要

★国際ロータリー２６５０地区 ＩＭ５組
１０月１５日（土） いまだて芸術館にて
会員３６名（９月入会予定者２名含む）
全員登録 いたしました。
みなさんご参加ください。

次々年度

会長ノミニー選考について

杉 本 政 昭

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 10/14
福井南 RC
火 8/30
福井北 RC
水
福井あじさい RC 金 8/26 9/16
武生府中 RC
木 8/25 9/20,29
敦賀西 RC
木 8/25
ビジター受付のみ 18：00～18：30
福井水仙 RC
木 8/25 9/29 10/27
福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC
火 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。

藤本選考委員長より

2018-19 年度 会長 の指名委員会を開催
８月３日（水）
パスト会長 （指名委員） 委員会の全員一致で
林田千之 会員にお願いすることになりました。
選考理由
実年齢より、行動年齢が若い、行動力がある
ロータリーに精通されている

2015-16決算報告

日（水）

前年度 会計 倉田委員より
８月３
詳しくは、決算報告書をご覧ください。
剰余金の処理について
次期繰越金
300,000 円
特定資産へ繰入 594,140 円
特記事項
ニコニコ箱の収入が増
事務運営費が窮屈な予算でした。

2015-16監査報告

３日（水）

前年度 監査 中島委員より
８月
8/1 水﨑前会長
倉本幹事 倉田会計
立ち合いの元、
帳簿・公定金融証書全般を監査
しましたところ、これに間違いは
ありませんでした。

2016-17予算について
次々年度

山下会長より

会長ノミニー選考について
藤本選考委員長より
理事会で承認されております資料の予算についてご報告いたします。
前年度の繰越金 300,000 円を組入れて、また、大まかに、昨年度の決算額に応じて、予算立てをしました。
昨年度との変更点
８月３日（水）
①ロータリー財団委員会の科目を増やした。
②例会場費に、会場の準備・後片付けの委託費用を盛り込んだ。
③会議費の 「登録費 その他」⇒「その他の会議費」（渉外費も含む）
④人件費を月 1,000 円上げた。
⑤備品費は、ネームプレートの作成費用。
⑥交通費・登録費は、担当委員会科目より、支出する。
⑦事務運営費の中の予備費を全体の予備費として、318,093 円計上した。

出席報告
8/7（日）13：30～16：30

第 1 回社会奉仕委員長会議

からすま京都ホテルにて

① 講演 『災害時の活動を通じての社会奉仕』
講師：東角建設株式会社 代表取締役 東角操氏（丸岡ロータリークラブ）
② まちづくり基金事例発表
奈良ロータリークラブ【まちづくり基金奨励金 優秀賞】
平城京条坊重ね図『タイムトリップマップ』の作成とタイムトリップウォ―キング
③ 2015-16 年度下半期 社会奉仕活動 事例発表 地区内５クラブ様より発表
東角会員の講演があり、災害があった時にロータリークラブの組織としてどう動くのかの講演がありました。
我がＲＣで素晴らしい人材がおられることを誇りに思いました。
平城京条坊重ね図『タイムトリップマップ』の作成とタイムトリップウォ―キングについての話しで、
歴史があることによって地域を大切にするという発信をしている。丸岡でもお城があるので、歴史を持つことに
より、地域の活性化に繋がる事になるのではと、非常に参考になりました。社会奉仕委員長として、古城まつり
で事業に実践していきたいです。また 2 回目の会議にも積極的に参加して、地域とロータリーの為に頑張りた
いと改めて思いました。機会を頂いてありがとうございました。
講演 『災害時の活動を通じての社会奉仕』 について
97 ｸﾗﾌﾞからの出席、刀根ガバナー また、2013-14 年のガバナー・社会奉仕担当諮問委員 坂本氏もご出席
でした。交通費込で 2 万円の報酬でしたので、1 万円は、ニコニコ箱に入れさせていただきます。
社会奉仕・ボランティア・チャリティの違いは何か？との深い話をしてきました。
日本の奉仕は、義務的なとらえかたがありますが、それに対し、ボランティアは、自発的な社会貢献だと具体
例を含めて説明しました。出席者の 1/3 位の方は、ＲＣ活動はボランティア活動だと手を挙げていましたので
安心しました。大切なのは、自らの発想で、地域のニーズをしっかり把握してボランタリーな気持ちで活動する
こと、ロータリーの為のロータリーの活動をしてしまうという傾向にならず、地域社会の為に！が社会奉仕の原
点だと伝えました。
林田千之会員、貴重な機会をいただきましてありがとうございました。

林田千之職業奉仕委員長より
2018-19 年度 会長に推挙されて
選考委員の皆様のご推挙がありましたので、固辞しておりましたが、今回お引き受けすることにいたしました。
しかし、今年10 月で 78 才になりますので、健康面で心配です。歯科医院で、歯は 10 年もちますと言われまし
たが、命が 10 年もつとは、わかりませんが、ロータリーより花輪をいただかないよう、健康には、留意して、精
一杯務めますので、皆様よろしくお願いいたします。
8/24 就職模擬面接会に向けての注意事項
生徒数 175 名です。
集団面接の形式にいたします。委員会でグループ分けをしました。リーダーの会員を中心にお願いします。
1 グループ 6 から 7 名ですので、質問の順番に一番注意願います。
資料をよくお読みになり、面接会に臨んでください。
服装は、クールビズで、上着は着用ください。

水﨑会員増強・退会防止委員長より
７月号）解説

２名の方の、入会決定しました！
８月３日（水）
８/２６ ロータリー情報委員会にて入会オリエンテーション
９/３
入会式

７月６日（水）

開催

また皆様で、盛り上げていただけますようお願いいたします。

委員会報告
◆ロータリー財団◆

８月１０日（水）
寄付者 １３名

◆出席状況◆ 開催
出席委員会
７月６日（水）

釣部 林田千之
北 藤本 林田恒正 山下
倉本 水﨑 杉本 竹内 松井 道木 笹埜

例会日

会員数

8/10

３４

出 席

届有欠

届無欠

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ

出席率

２４

７

１

２

76.47%

【メーキャップ】 7/31 青池会員

◆米山奨学会◆

寄付者 １３名

釣部 林田千之
北 藤本 林田恒正 山下
倉本 水﨑 杉本 竹内 松井 道木 笹埜

◆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◆
寄付者 １７名
山下会長 林田恒正会員、本日は卓話よろしく
お願いします。
異常な暑さが続きますが、皆さん体調
管理は怠りなくご注意下さい。
杉本幹事 林田恒正様 卓話宜しくお願いします。
釣部
林田恒正会員 卓話ごくろう様です。
林田千之 模擬面接よろしくお願いいたします。
小見山
ＲＩ ＤＩＳ2650 №5 Ｐガバナー補佐
林田恒正様３年間御苦労様でした。
今後とも多くの会員の皆様方の為よろしく御指導
の程、お願い申し上げます。
藤本
2018～19 年度の会長を引受け頂きありがとう
ございます。
奥村
林田恒正会員 本日の卓話よろしくお願いします。
髙嶋
林田恒正会員 卓話ごくろうさまです。
林田恒正 私のつたない話を聞いていただきありがとう
ございます。
いねむりも結構です。

★近況報告★

東角
倉本

水﨑
竹内
松井
道木
笹埜

国際奉仕セミナー

8/10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
30,000 円
203,000 円
638,000 円
15,000 円
105,000 円
15,000 円
109,000 円
地区社会奉仕委員会の講演で、講師を務めさせて
頂きました。
お盆はゆっくり高校野球でも観て過ごします。
林田恒正会員 本日は卓話ありがとうござい
ます。
暑さに負けず頑張りましょう。
林田恒正会員 本日の卓話よろしくお願い
致します。
林田恒正会員 卓話よろしくお願い致します。
林田恒正会員 卓話ごくろう様です。
皆様暑い日が続いておりますので、体調には
お気をつけ下さい。

2014.4～2015.3 米山奨学生 ドン・フン・タオさんより

＜８/１９ メールで受信＞

私はドン・フン・タオです。長い間連絡できなくて申し訳ございません。
私は４か月ほどの研修を終え、先月、山九東京支店の大井物流センターに配属なりました。
仕事は輸入部門になります。資格も一つ取れました。１０月の通関士試験を目指して、頑張ります。
ロータリアンは元気でいらっしゃいますか。皆さんの健康を祈っています。
勤務先は 山九株式会社 東京支店 大井物流センター 143-0001 東京都大田区東海 4-7-4
これからもよろしくお願いします。

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

