
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年９月７日 発行 

平成２８年９月７日（水）    第1865回例会 
18：30  開会点鐘 

     ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ斉唱（それでこそロータリー） 

会長の時間・新会員入会式（川上純幸氏） 

幹事報告・祝事・委員会報告 

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 
「福井県企業の成功事例と 

そこから学ぶこれからの展望」 

19：30  閉会点鐘 

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」 

   木村昌弘様（三国ＲＣ） 

福井県内クラブ例会日・開催場所　
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

福井ﾌｪﾆｯｸｽ・ｸﾞﾗﾝﾕｱｰｽﾞﾌｸｲ

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

敦　賀・福井銀行敦賀支店2F
鯖江北・神明苑内 * 福井水仙・福井ﾊﾟﾚｽﾎﾃﾙ
大　野・大野商工会館1F

福　井・ﾕｱｰｽﾞﾎﾃﾙﾌｸｲ
武生府中・農協会館３Ｆ

鯖　江・鯖江商工会館３Ｆ
三　国・三国観光ホテル

福井あじさい・ﾘﾊﾞｰｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ

福井西・ﾊﾞｰﾄﾞｸﾞﾘｰﾝﾎﾃﾙ

* 敦賀西・プラザ萬象

福井北・ｸﾞﾗﾝﾕｱｰｽﾞﾌｸｲ

** 丸　岡・城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

＝19:00開会　　＝18:30開会* **

月 曜 日 木 曜 日水 曜 日 金 曜 日

　

平成２８年９月２１日（水） 第1867回例会 
外部卓話 合同会計 竹沢 洋一 様 

平成２８年９月２８日（水） 第1868回例会 
ガバナー公式訪問 ＜三国ＲＣとの共同開催＞ 

  高椋コミュニティセンター ２０３号室 大会議室 

13：30～14：30 三国RC 会長・幹事・役員懇談会 

14：35～14：45 写真撮影 

15：00～16：20 三国RC・丸岡RC合同例会 

（15：20～15：50） ガバナーアドレス 

16：30～17：30 丸岡RC 会長・幹事・役員懇談会 

 

次回例会

10/15(土) 2650地区ＩＭ 第５組 開催 
全 員 出席予定  いまだて芸術館にて 

お知らせ

今後の予定

本日の例会



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず、ロータリークラブへの入会の経緯ですが、故川端先生と山岸会員から町長時代にお誘いを受けたのがきっ
かけでありますが、県職員の時に中川元知事、栗田前知事も会員だったことから全く知らなかった訳でもなく、入会
を決めました。中川元知事は出席を大事にされた方で、ご自分もあちこちに顔を出されましたが、当時秘書を務めて
いた鯖江市長の牧野氏に代理を頼むなどしていたことを覚えております。栗田前知事も時間がある時は必ず出席さ
れていたように記憶しております。入会してからは、皆様のご支援、ご協力もあり、楽しんで来れたと思っております。
入会歴は 16年、みなさまの中では中ごろの順番でありますが、年齢でいきますと 5番目になりますが、元気な内は

頑張りたいと思っておりますし、会長を経験することが出来たことなど、大変感謝致しております。 
 ガバナー補佐については、その業務についてはほとんど知識がありませんでしたが、ある時、栗田氏より電話で直接依頼があり、

かつて栗田前知事の秘書課長をしていた経緯もあり、分からないまま快く御引受けいたしました。福井北、福井西、福井水仙、丸岡、
三国、鯖江、鯖江北が担当クラブでした。坂本ガバナー、北河原ガバナー、中澤ガバナーの元、三年間務めました。その間、年 4
回、計12回に及ぶガバナー補佐研修において、またガバナー補佐会議、会長エレクト研修、地区財団セミナー等、様々なことに出
席し、ロータリアンとして大変勉強になりました。その他にも、例えば福井北ロータリークラブのさつまいも収穫祭など、他クラブの奉
仕活動に参加できる機会があり、良い経験が出来たと思っております。また、京都に行く機会が多く、時間を作っては様々な所を見
学し、京都のまちについても詳しくなることが出来ました。丸岡、鯖江、福井西と私が担当している３クラブが IM 担当であったことか
ら、みなさまのがんばりや苦労を目の当たりにし、大変感謝しております。麻雀の大会やワインの会のお誘いを受けたり、他クラブと
の親睦を深めることができました。ガバナー補佐間の横のつながりや中澤ガバナーの慰労会への参加など、楽しい経験をすること
もできました。ガバナー補佐を経験して現在思うことは、クラブ会員になるだけではなく、また様々な大会に参加するだけでなく、会
員である誇りを持って、義務だからでなく積極的かつ前向きに、そして何を感じ、何を学べるかに意識して参加することで、大きな学
びと感動を得ることが大切だと思います。 
最後に、近ごろ職業奉仕とは何かと考えを巡らしています。実は現在保育園を建設することになり、ロータリアンのみんなに協力

してもらおうと、東角会員を通して設計を依頼し、竹内会員と道木会員に施工を、カーテン等は前川会員に依頼します。保育園を建
設するということは地域に対する還元であることから、正にロータリアンとして地域発展に寄与することになると考えています。４月開
園予定ですが、完成しましたら、是非みなさまのご支援、ご協力をいただきたいと思っております。ご静聴ありがとうございました。 

                           （文責 瀬野友伸） 

   

   

   

 

暑い日が続きていますが、先般の台風により岩手県で大きな災害が発生しました。台風だけでなく地震や事故など

に備え、会員の皆様には危機管理を怠らないようご注意ください。さて、本日の例会では林田恒正会員に卓話を頂

き、その後、情報集会でご講演頂きます福井北ロータリーの菅原淳輔さんにお越し頂いております。そして、情報

集会のあとに、私が念願した炉辺会談を開催します。皆さんの本音を話し合い、さらに親睦も深めようと、お酒も

飲みながらの会合で本来の炉辺会談とは違うかもしれませんが、是非多くの意見を出し合い親睦も深めて下さい。 

幹 事 報 告 　幹　事　　杉　本　政　昭

来 簡 

≪ガバナー事務所より≫ 

①ロータリーの友 英語版 発行お知らせ 

年１回１１月発行 定価５００円（税抜） 

②例会場変更＆事務局移転のお知らせ 

京都洛南ＲＣ 

≪他クラブより≫ 

①会報  武生ＲＣ  
②154回福井県下ＲＣ現新会長・幹事会 議事録 

 

会 長 の 時 間 　会　長　　山　下　健　治

                         

ビジター受付のみ18：00～18：30 

福井水仙RC 木 9/29 10/27 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火 9/27 

 

ビジター受付のみ12：00～12：30 

福井RC 木 9/15 10/6,20,27 

福井東RC 月 10/3 

福井西RC 金 10/14 

福井北RC 水 9/21 

福井あじさいRC 金 9/16 

三国RC 金 9/30 10/7 

武生府中RC 木 9/20,29 

武生RC 火 10/18 

若狭RC 火  9/20  10/20 

※ 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。 

講師紹介：釣部ロータリー情報委員長 

 

  

情報集会                     ロータリー情報委員会 

司会：下村ロータリー情報委員 

  

会員卓話 「ガバナー補佐を経験して」         林田 恒正 会員 

本日の講師：菅原淳輔（すがわらじゅんすけ）氏 福井北ＲＣ 会員 

      2005～2006年度 福井北ＲＣ会長 

      2010～2011年度（栗田ガバナー年度）地区幹事長 

      株式会社ビックエル オーナー 

 

       



ロータリーの魅力についてお話をという事なので、私の感じる事をお話ししたいと思います。 

①時間の自己管理   他人任せから自分で時間管理を考えるように変わった。 
私が ロータリーに入ったのは非常に遅く５０歳を超えていました。入会を誘っていただいたの
は坂井町にありますスワンのオーナーが高校、中学の同期生でありよく彼の家に遊びに行ってい
て入会しないかと言われました。その頃私は７つぐらいの会社を経営していまして、金沢とか岐
阜とか福井にありまして、毎週会合に出るのは無理だなと思っておりました。東京や大阪で年に

２、３回の異業種交流会などに参加をすることでいろんな方知り合うことが好きで、ローカルな
所で毎週会合に参加するのは自分で想像できなく入会を渋っておりましたが福井北クラブに入
会させていただきました。入会して毎週昼の時間に来なければいけないのに驚き、出来るかどう
か心配でした。一か月ぐらいたった時に考えました。自分の時間の自己管理をすることに気づき
ロータリーの例会の日が毎週水曜日なので「よし、自分は水曜日仕事をしない」と決めたわけで

ございます。会社各所の人間に「水曜日仕事をいれるな」と指示を出してできないと思っていたのですが空けることができ

るようになり時間というものはこういう風に作るものだと感じました。 

②健康の自己管理   毎朝の散歩 栄養補給に米国製サプリメントの使用開始 
ロータリーに入会するとこのように自分の管理が出来るようになりありがたいと思っております。欠席をしないためには
健康の自己管理が必要だと思うようにもなりました。 

③クラブでの個人目標設定 （年度ごとに）例会出席率100％ ニコニコ・米山・財団  
日本ロータリーＥクラブも名誉会員になっているので222回皆出席中 

ロータリーでの個人目標を作り、「自分は１００％出席する」と決めました。ニコニコや、米山、財団に対しても付随して
積極的に支払うようにしておりました。これも私の目標として設定しております。 

④異業種の方との交流   ロータリーでも一般ビジネスでも異業種の方からいただくヒントは多い。 
ロータリーに入って良かったと思うことは今まで県外の人ばかりと交流しておりましたので、地元の方交流出来るように
なったのがよかったところです。 

⑤メーキャップの楽しさ  ロータリー・ワン・クラブ訪問 バナーは額に入れ記念として居間に飾る。 

ハワイ旅行では必ずどこかのクラブでメーキャップをする。 
メーキャップの楽しさですが、ほとんどのクラブに顔を出すようになり、いろんなクラブの方と仲良くなるようになりま
した。その時に感動したのは、息子２人がシカゴのほうに居り、娘を連れてシカゴに行ったとき「シカゴにはロータリー
があるな」と思い丁度その時例会があり、子供をみんな連れて伺いました。大歓迎されました。海外でのロータリーの参
加は言葉を気にせずに率先して参加すると楽しいです。ハワイでホノルルクラブやワイキキクラブのメーキャップも行き
顔馴染みになり非常に楽しい時間を過ごせました。是非海外でのメーキャップも行ってはいかがでしょうか。 

⑥年2回の家族会と年２回の家族日帰り旅行の楽しみ   家族同士の付き合いができるようになる。 
家族会というのを年二回やっております。メンバーの家族を連れていき非常に人気があります。孫を家族会によく連れて
いきますと「おじいちゃんロータリーっていいね」と言ってきました。「なんで？」と聞いたら「いつもゲームやらあんな
に楽しいことをしてるんだね」と言われたりしました。子供にはロータリーって遊ぶところだと思われ、いつも遊んでる
んじゃないよと言った覚えがあります。しかし、家族会は良いものだと思い、自分が会長の時に家族会を増やしたりして
楽しいクラブ活動をすることが出来ました。 

⑦姉妹クラブとの交流  ３６年間続く夏季青少年交換プログラム すでに２００名を超えている。 
⑧米山交換学生とのSNSでの交流 
カウンセラーを8年続けたので今でもFace BookやLine、またEメールで交歓がつづいている。 
その様な事もあり私自身の英語力の不足に気づき、最近ではフェイスブックやスカイプなどを利用しインターネットで、
海外の講師に３０分くらい勉強をしております。自分の時間管理や自己管理などに非常に良いものだと感じて続いており
ます。これもロータリーに入って感じたことでございます。また、世界経済のニュースを見るようになり自分の将来のた
めにも役に立つように感じるようになりました。ロータリーに入ってるおかげで海外の子供たちを受け入れる事が出来た
り、自分の孫たちも海外に受け入れてもらえるようになったりしてロータリーというものは素晴らしく感じております。
子供たちの海外交流など盛んになれるといううのも魅力です。米山留学生とも交流してると良いことがあり、自分にもプ
ラスになる。いろいろな勉強にもなります。 

⑨世界大会、地区大会、ＩＭ  地区大会とIMは必ず出席、世界大会は５年１回くらい出席。 
世界大会とか IMなども参加してみたほうが良いと思います。次のアメリカの大会には私も参加したいと思っております。 

⑩組織論とおりの模範的組織である。 
  会社でこの仕組みを真似るとNo２が育つ 

●分業システム（役割分担が明確に記載されている） 
 注意（個人ではなくチームプレイが要求される） 

●情報ラインが短くて単純である 
 注意（情報ラインを無視すると混乱が起きる） 
注意（情報は集めるほうが先である） 

●目標・予算・期限 を決めて活動計画をたて実施し活動報告で〆きられる。 
注意（この繰り返しが人を育てる＝知識＋経験＝教育） 

●民主主義の原則 情報の公開 
    注意（何事も理事会の承認必要である、要議事録の公開） 

 

ご講演 「ロータリーの魅力」              菅原 淳輔 氏 



丸岡ロータリークラブ 
会員数：３６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 

私がロータリーに入って確認できたことを話します。私は銀行時代にいろんな上司から物事を頼まれるようになっていき組織
において上司からの命令系統に疑問を持つようになり、自分で会社経営を始めたときに上司からの命令系統をきちんと確立す
るようになりました。ロータリーにおいてもその事に気づくようになりました。組織作りには非常に役に立つように思えます。

ロータリーの１２０万における組織は非常に模範的だという事に気づきました。とても素晴らしいものだと思います。会社の
組織作りはロータリーの組織作りを見本にしたりするほうが非常に良いと私は思います。順序良く物事を進めていく事が非常
に大事ではないかと思います。ご清聴感謝いたします。                      

＜会員感想＞ ロータリーの魅力は出席をして色々なことに活動していく事で感じ取れるものだと思いました。長年の活動で

色々な経験ができるものだと感じ、またロータリーを通じ自己管理の大切さや、会社の組織作りについても学んでいけるよう
に思えました。非常に為になるお話を聞くことができ良い経験をさせていただきました。       （文責 笹埜 博） 

＜山下会長 謝辞＞ 

「すべて勉強なる」「将来役に立つ」という向学心が豊富であること、目標を建てて積極的に時間を作りだす自己管理に感心
しました。また、短い組織が最適という組織論、ロータリーの運営手法など大変参考になりました。すぐに次年度から取り入
れて改善すべき所は改善していこうと思いました。本日は、ありがとうございました 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告                      ９月３日（土）    

７月６日（水） 開催 
◆ニコニコ箱◆     寄付者 １８名 

菅原淳輔様より、本日の御礼１万円ニコニコ箱に 

ご寄付頂きました。ありがとうございました。 

山下会長 本日は皆さん最後まで頑張りましょう！ 

杉本幹事 菅原淳輔様丸岡ＲＣへようこそ。講演宜しくお願い致
します。林田恒正会員卓話宜しくお願いします。 

釣部   菅原さん本日は講師ありがとうございます。 

林田千之 菅原さん今日は大変お世話になります。 

前川重雄 菅原様講演ありがとうございます。林田ガバナー補佐
１年間ご苦労様でした。 

北    本日の例会が有意義な会となりますように。 

下田   今日も一日暑かったですね。 

藤本   菅原様本日はご講演ありがとうございます。 

金    菅原淳輔様御講演宜しくお願い致します。 

奥村   皆さん、本日の炉辺会談ご苦労さまです。 

林田恒正 卓話短くしますので、いねむりしないで聞いて下さ
い。よろしく！ 

下村   菅原様ご講演ありがとうございます。 

倉本   新会員をお迎えして。林田ガバナー補佐本日は 

ご苦労様です。福井北RC菅原様ご講演有難う 

ございます。 
 

◆出席状況◆  出席委員会 
例会日 会員数 出 席 届有欠 届無欠 ﾒｰｷｬｯﾌ  ゚ 出席率 

9/3 ３５ ２６ ６ ２ １ 77.14% 

【メーキャップ】 9/5/ 福井東ＲＣ 下田 

          

 
◆寄付金の状況◆  ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 ９月３日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 36,000円 254,000円 689,000円 

ロータリー財団 0円 105,000円 

米山記念奨学会 0円 109,000円 

 

炉辺会談                        親睦活動委員会 

山下会長 「本来の炉辺会談に準備する主人役、指導者はあえて指名していませんが、グランドルールを

守って、各テーブルで役割を変えながら話し合ってください。」 

  

＜意見交換のテーマ＞ 

①丸岡ＲＣの魅力に何がかけ

ているか。 

②出席について規約通り履行

を行うか。 

③出席率を上げる為には、例会

日が今のままでよいか。 

 

倉田 林田恒正会員卓話ありがとうございます。菅原様講演よろしく 

   お願い致します。 

水﨑 １０年ぶりの情報集会ということでどんな会になるか期待しています。 

菅原様よろしくお願いします。 

松井 福井北RC会員菅原様講演よろしくお願いします。炉辺会談 

   よろしくお願いします。 

松田 菅原様本日はよろしくお願いします。 


