
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年１月１０日 発行 

平成２９年１月１０日（火）第1880回例会 
10：00 国神神社にて新年御ご祈祷 

10：40 開会点鐘 

     国歌「君が代」・「一月一日」の歌 斉唱 

会長の時間・祝事 

幹事報告・委員会報告 

11：20 閉会点鐘 例会終了後１月度理事会を開催します。 

平成２９年１月２０日（金）新年家族会 小松屋にて 

平成２９年１月２３日（月）＜休会＞ 

平成２９年１月３０日（月）第1882回例会 
新入会員卓話 川上純幸会員 

1/14(土) 第２回青少年奉仕担当者会議 
メルパルク京都にて 
竹内青少年奉仕副委員長 出席予定 

2/19(日)  第156回福井県下ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長・幹事会 
       勝山ニューホテルにて 

山下会長・林田千之次年度幹事 出席予定 

 

お知らせ

平成２９年１月１６日（月）第1881回例会 
ロータリーの友解説（１月号）金会員 

クラブ協議会  奉仕活動委員会 下半期活動計画 

今後の予定

本日の例会

次回例会

福井県内クラブ例会日・開催場所　

福井東・アオッサ3FWelAossa 福井南・繊協ビル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・福井パレスホテル
大　野・大野商工会館1F

福　井・ユアーズホテルフクイ
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・リバージュアケボノ

福井西・バードグリーンホテル

* 敦賀西・プラザ萬象

福井北・グランユアーズフクイ
*丸岡・城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

　　無印＝12:30開会　　＝19:00開会*

金 曜 日木 曜 日水 曜 日火 曜 日月 曜 日

新年明けましておめでとうございます。 
会員の皆様には、ご家族ご清栄の中で新たな年をお
迎えになられたこと心よりお喜び申し上げます。 
上半期は、色々と私なりに「夢を語り現在いまを刷
新」に邁進したつもりですが、あと半年、下半期は
多くの奉仕事業が実施されます。 

 新たに入会した５名を加えてさらに親睦を深め、会員全員が心を
一つにして躍動するクラブを目指して、実のある奉仕を実践しま
しょう。ご指導、ご協力をお願いいたします。 

 

新年ごあいさつ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日が今年最後の例会となりました。本日のお客様は、福井県立大学理事長の林雅則様です。林様は福井西ＲＣ

に所属されているロータリアンで、本日は県内の大学生の就職時の県外流出についても後ほど卓話を頂きます。 

さて、先週新入会員歓迎会を開催しましたが、本日の会報の３ページに記載のとおり、多くの会員の方より酒代

としてご寄付を頂いたこと御礼申し上げます。ニコニコ箱への寄付は奉仕事業の原資としてしか使用されません

が、親睦と会員増強委員会が主催した今回の歓迎会は奉仕事業ではありませんので、このように酒代として寄付を

頂くとクラブの運営上に大変助かることとなります。今後ともニコニコ箱と同様にご寄付をお願いするところであ

ります。また、年明け早々には下半期の会費の請求をさせて頂きますが、会費の内訳について細かく内容を示して

送付いたします。この機会にクラブのお金の動きや会計も理解して頂けると良いのではないかと存じます。 

もう一点、例会開会前にガバナー事務所より地区大会実行委員長の中村紀明様がお越しになり、今回の地区大会

では福井県下１９クラブが、それぞれの地域の特色ある食べ物や名産物を配布・販売するブースや、伝承の踊りな

どを披露して地区内会員に喜んでいただく企画をしていて、その協力の依頼を受けました。2650地区の地区大

会はガバナー出身クラブのある府県で開催しておりますが、福井県内からは6年に一度ガバナーが輩出されるた

め、地区大会も6年に一回しか福井では開催されません。この6年に一度の機会に何か丸岡らしさを発信したい

と考えておりますので、是非皆様のご協力をお願いしたい所存です。 

 
幹 事 報 告 　幹　事　　杉　本　政　昭

来 簡 

≪ガバナー事務所より≫ 

①クラブ職業奉仕活動レポート提出のお願い 

②後期分担金お振込みのお願い 
③国際ロータリー日本事務局経理室から 
2017年1月のレートのお知らせ 
1ドル＝116円 （ご参考：2016年12月＝106円） 

④2019-20年度ガバナー」の決定通知 
京都 RC会員 佐竹 力總（さたけりきふ）氏 

⑤地区大会 「大会本会議・青少年フォーラム」のご案内 
⑥2016年度版手続要覧印刷版（日本語） 
ご注文受付開始のお知らせ 

 ≪他クラブより≫ 

①例会開催日の変更（回数）のお知らせ  敦賀西RC 
 例会開催日：第1、2、3週木曜日（月３回） 第４、５週の例会は、なし 

例会場、時間の変更はなし。平成２９年１月より実施。 
 

会 長 の 時 間 　会　長　　山　下　健　治

ビジター受付のみ12：00～12：30 

福井RC 木 1/12 

福井西RC 金 1/13 2/3 

福井南RC 火 1/10,17,31 2/14,21 

福井北RC 水 1/25  2/15 

福井あじさいRC 金 1/13 2/24 3/24 

三国RC 金 1/27 

大野RC 水 1/11,18 2/8 

武生RC 火 1/17 

武生府中RC 木 1/19,26 

敦賀西RC 木 1/12 

 ビジター受付のみ18：00～18：30 

福井水仙RC 木 1/26 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火 1/31 2/7,14,28 

 

会員 退会式                 会員増強・退会防止委員会 

 私、12/31をもって当クラブを退会させて頂く事に致しました。一言御礼を申し上げます。 

平成４年に釣部会員・林田千之会員の推薦を頂いて、誇りある丸岡ロータリークラブに入会させて頂きました。 

それから、２４年と半年間ロータリーを学び楽しみました。その間沢山の知人・友人ができました。本当に楽し

いロータリーライフでありました。しかし、そのロータリークラブを退会することにしました理由が、年齢と車

の運転に不安が出てきたからです。入会時、80歳までと思っておりました。それが今年８１歳になりました。そ

して、昨今運転に些か危なさを感ずる様になりました。本当に、まだまだ未練の残るロータリークラブですが、

以上のような理由から残念ながら、退会することに致しました。釣部様・林田千之様そして会長をはじめ会員の

皆様には、大変お世話になり、ありがとうございました。最後になりましたが、丸岡ロータリークラブの益々の

ご発展をお祈りして、退会のあいさつとさせていただきます。               H28.12.21 感謝 

山下会長より 

藤本会員には24年6カ月もの長きにわたり在籍され、その間、川端会長の時の幹事、そしてちょうど10年前

には会長も務められ、財団への寄付は5500＄、米山奨学金にも40万円を超えるご寄付をされる等物心両面で

ご活躍されました。また、一時期には社屋をクラブの事務局にお貸し頂きました。柔らかい物腰といつも笑顔

で私たちに接して頂き、私自身も大変お世話になりました。ここに記念品を贈り深く感謝の意を表します。 

ありがとうございました。 

 

記念品 

贈呈 

★12/27上半期分皆様の寄付金を送金いたしました。ありがとうございました。倉本ロータリー基金委員長★ 

ロータリー財団  例会時寄付 ３６７，８００円 （新入会員入会時寄付 ４０，８００円 ４人分含む） 

恒久寄付  １０６，０００円 山下会長 

米山奨学会    例会時寄付 ３２８，０００円  



 

 
『福井県立大学の現状と地方大学のこれからの課題』 

福井県立大学理事長  林 雅則 様（福井西ＲＣ） 
《自己紹介》 

昨年の5月から県立大学の理事長を努めさせて頂いています。以前は 30数年間、県で産業行政・

教育行政などに携わってきました。福井西ロータリークラブに、昨年の11月より入会しました。 

《本 題》 

ポイントを絞って3つの事をお話したいと思います。 

1つ目は県立大学の現状について、2つ目は大学進学に伴う若者の都市の流出について、3つ目は大

学のこれからのあり方、地域との連携についてお話しします。 

①福井県立大学の現状について 

県立大学学生数は、定員1500人に対し現員1600人となってます。定員より多くなっているのは、若い学生を確保したいと

いうことからです。1600人の県外・県内の割合ですが、県内半数、県外半数となっており、男女の割合も半々です。 

入り口の部分の志願倍率ですが、9.2倍となっており今の所は人気があると思っております。 

出口の部分の就職の方ですが就職率は98.2％と高い数字を占めています。これは、福井県内企業の皆さんの雇用に対する理

解がある地域であり、就職に対し他大学より高い状況であります。経済学部では、97.9％で全国の大学では実就職率は、№

１です。ただ学生が志望する企業に入っているのかどうか、また、県内への就職は4割にしか満たないので、今後検討課題

と考えています。 

②大学進学に伴う若者の都市の流出について 

まず日本の18歳人口について、平成4年度は205万

人から平成26年度は118万人であり、平成27年から

32年頃まで横ばいで推移しますが、平成33年頃から

減少することが予想されています。 

高等教育機関への進学率はここ数年頭打ちとなって

います。今後、大学入学者は今の定員を切り、大学も

倒産していく状況が、沢山起きていく恐れがあります。 

では、本県の進学・就職状況ですが本県の高校生 7600 人の進学・就職は、県外と県内が半々です。県外大学・短大、専修

学校等への進学者3400人の就職等は、県内へのUターンが1000人で３割、県外就職が2400人で7割です。 

そこで都道府県別の各都道府県内大学への入学者数のグラフを見ると、県外より引き寄せている所は東京・京都など 10 県

だけで、37県はすべて高校生が出て行っている状態です。 

そのような現状の中、全国知事会で首相に対して東京 23 区の大学を地方に移転する様に要望を出しましたが、地方で若い

若者を育てる環境を作らないと、なかなかIターン、Uターンと言う事を言っても戻ってきません。 

私立大学が地方へ移転した場合、経営が成り立っていくのか？移転していくだけでは非常に難しいです。 

そのような中で、県立大学で進めていますのは地元受入枠の拡大であります。若者の県内定着を図るため、推薦枠現行 80

名から 100名に 29年度から拡大を決定し取り組んでいるところです。本県だけでは、大きな問題で解決していくのは難し

いですが、みなさんと議論していかなくてはいけないと思います。 

③大学の今後のあり方、地域との連携について 

地元の皆さんのためになる大学でなければならない、大学の施設も県民の皆さんに使って頂きたいという思いから、オープ

ン・ユニバーシティ構想を掲げまして、 

Ⅰ 県民のにわ   ・・・県民が集い交流できる楽しく創造的拠点 

Ⅱ 県民の学び   ・・・生涯学習時代における公立大学ならでのサポート 

Ⅲ 県民とのつながり・・・大学と多彩な人々とネットワーク 

を始めさせて頂いているところです。公開講座を実施しているの

で活用して頂きたいと思います。大学の先生方を活用してくださ

い。大学の持っているものを提供していくと言う関係を少しずつ

進めている段階です。 

また、皆さんの貴重なご意見等を聞きながら検討して進めて行き

たいと思っております。 

 

＜会員感想＞ 

地方大学も少子化問題に伴い、18歳人口が10年後には100万人減る中で、今後大学生を確保し大学を生き延びさせるため色々

な取組みをしていかなければいけないので地方大学も大変であると感じました。            （文責 青池 進） 

外部卓話                       プログラム委員会 



 

丸岡ロータリークラブ 
会員数：３７名 例会場：丸岡城のまちコミュニティセンター  例会日：毎週月曜日19時00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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告                      １２月２１日（水） 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 ２０名 
お客様 

地区大会実行委員長  中村 紀明様（敦賀RC） 

福井県立大学 理事長 林  雅則様（福井西RC） 

 

山下会長 林理事長 本日は卓話ありがとうございます。 

藤本さん24年6か月長い間ご苦労様でした。 

杉本幹事 林雅則様 本日は卓話ありがとうございます。 

釣部   藤本さん退会されるとの事ですが、これからも 

健康であります様に、お祈りしています。 

ごくろう様でした。 

林田千之 藤本さん淋しくなりますネ！ 

     理事長林さん今日はよろしくお願いします。 

北    藤本さん長い間ごくろうさまでした。 

     また元気でお会いしましょう。 

下田   林雅則様 卓話ありがとうございます。 

藤本   永い間お世話になりありがとうございました。 

奥村   藤本さん長い間ご苦労さまでした。 

いつでも遊びに来て下さい。 

県立大理事長林様本日はよろしくお願いします。 

林田恒正 林県立大理事長 卓話ありがとうございます。 

東角   林様 ご無沙汰しております。今日はありがとう 

ございます。 
下村   藤本会員 永い間大変ご苦労様でした。 

◆ロータリー財団◆   寄付者 １３名 
釣部 林田千之 下田 藤本 奥村 林田恒正 
山下 下村 倉本 水﨑 杉本 竹内 松井 
（川上 納谷 竹澤 関山 入会時寄付100＄計上） 

◆米山奨学会◆     寄付者 １４名 
釣部 林田千之 下田 藤本 奥村 林田恒正 
山下 下村 倉本 水﨑 杉本 竹内 松井 青池 

◆出席報告◆  出席委員会 

例会日 会員数 出 席 届有欠 届無欠 
出席免除者 

欠席 
例会出席率 

12/21 ３９ ２８ ４ ４ ３ 77.78% 

【メーキャップ】 12/21～12/28 事務局受付分   

 12/22  武生府中RC 倉田 12/21分 

例会日 会員数 出 席 ﾒｰｷｬｯﾌ゚  欠席者 
出席免除者 

欠席 
修正出席率 

12/7 ３８ ２８ ０ ７ ３ 80.00% 

 

 ◆寄付金の状況◆  ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 12月21日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 35,000円 632,000円 1,172,000円 

ロータリー財団 16,000円 

40,800円 

367,800円 

入会時寄付含む 

米山記念奨学会 17,000円 328,000円 

 
倉本   福井県立大学理事 林様 本日は卓話ありがとう 

     ございます。 

     藤本会員長い間御苦労様でした。淋しくなります。 

水﨑   県立大林理事長 卓話よろしくお願いします。 

     今日は天候もよかったので門松を作りました。 

柿木   福井県立大学林雅則理事長様 卓話よろしく 

     お願いします。 

竹内   藤本会員これからもよろしくお願いします。 

いろいろと教えていただきありがとうございました。 

松井   藤本会員退会ということで、とても淋しく思っています。 
元気でがんばってください。 

上屋敷  林理事長 本日は卓話よろしくお願いいたします。 
竹澤   麻雀同好会でお小遣いを頂きましたので。 

『一月一日』の歌について 

1893（明治26）年に文部省より「小学校祝日大祭日歌詞並楽譜」の中で発表された唱歌。 

フジテレビ系列で毎年お正月に放送される「新春かくし芸大会」のテーマソングとしても有名。 

作詞は、出雲大社の宮司をしていた千家尊福（せんげ たかとみ）氏。 

 

年の始めの 例（ためし）とて 
終（おわり）なき世の めでたさを 
松竹（まつたけ）たてて 門ごとに 
祝（いお）う今日こそ 楽しけれ  

 
初日のひかり さしいでて 
四方（よも）に輝く 今朝のそら 
君がみかげに比（たぐ）えつつ 
仰ぎ見るこそ 尊（とお）とけれ 


