
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年１月３０日 発行 

平成２９年１月３０日（月）第1882回例会 
19：00  開会点鐘 
     ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ斉唱（我らの生業） 

会長の時間 
お客様 ガバナー補佐 木村 昌弘 様 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC  大橋 浩志 様 
幹事報告・委員会報告 
新入会員卓話  竹澤 俊彦 会員 

『私の仕事と考え方』 
20：00  閉会点鐘 

平成２９年２月１３日（月）第1884回例会 
外部卓話 中野社会保険事務所 所長 中野 和信 様 

平成２９年２月２０日（月）第1885回例会 
外部卓話 株式会社 ﾄｩｰｱｰﾃｨ代表取締役 

株式会社 ﾋｭｰﾚｯｸｽ代表取締役 
 堀内 康代 様 

『男性の為のアンチエイジング 
若さの秘訣』 

平成２９年２月２７日（月）第1886回例会 
外部卓話 国神神社宮司 三上 敏治 様 

『国神神社の成り立ちについて』 

2/5(日)  第２回社会奉仕委員長会議 （京都） 
三寺社会奉仕委員長 出席予定 

2/11(土) 2017-18年度ﾛｰﾀﾘｰ財団補助金管理ｾﾐﾅｰ（京都） 
杉本次年度ロータリー財団委員長 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 
       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２月 ６日（月）第1883回例会 
２月度祝事 

ﾛｰﾀﾘｰの友解説（２月号）下村 雑誌広報IT副委員長 

新入会員卓話 川上 純幸 会員 

 

今後の予定

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

本日の例会 次回例会



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

前回の国神神社での初例会で欠席の方もいらっしゃいましたので、改めて皆さんあけましておめでとうございま

す。本日より月曜日7時開会の例会が正式に始まりました。今日は大変寒くて、開催日時変更後で出席率が気に

なっておりました。先ほど歌った「それでこそロータリー」の通り、皆様の責任感とロータリーに対する愛情を強

く感じた次第です。私の会長年度も早くも半年が過ぎましたが、今年度は後半に奉仕事業が目白押しに続きますの

で、本日のクラブ協議会において、奉仕委員長より下期の事業についての具体的実施内容についてお話して頂くこ

ととなっております。 

さて、新年早々から残念な報告があります。松田会員より昨年末に退会届が提出され、私も慰留に努めましたが、

残念ながら退会することとなりました。理事会でも意見が出ましたが、女性会員が継続できる環境作りについて、

今後会員の皆様ともっと深く考え対応すべきと考えております。 

今年は酉年で私は年男で、還暦というのはおめでたい年かと思っておりましたら、実は厄年ということが半年前

にわかり、これは神社の金儲けかと疑ったわけですが、どうも本当みたいなので、今年は気を付けて1年を過ご

したいと思っています。酉年というとニワトリをイメージしますが、ニワトリは古く紀元前のインダス文明の時か

ら、夜明けの2時間前に鳴くことで時計代わりに飼われていて、研究によると仲間が一斉に鳴くのではなくて、

仲間で一番強い親分ニワトリが、最初に鳴きはじめてその後、子分が鳴くそうです。また雄鳥が1羽いると雌鳥

のケンカが減るそうで、このような研究が養鶏に役に立っているとのことです。一般的に酉年は景気が良くなると

聞いておりますが、是非そうなることを祈っている次第です。是非あと半年もご協力をお願いしたいと存じます。 

幹 事 報 告 　幹　事　　杉　本　政　昭

来 簡 

≪ガバナー事務所より≫ 

①『2016-17年度意義ある業績賞』の募集 
②グローバル補助金DDF活用申請 審査結果 可 

ＤＤＦ 31,000＄   
グローバル補助金を利用した国際奉仕活動は、クラブからの 
現金拠出・ＷＦよりの上乗せを含めて 68,000＄の予算 

≪他クラブより≫ 

①会報  島原南ＲＣ 
②勝山左義長祭りのご案内 勝山ＲＣ 

≪その他≫ 

①講師（金融広報ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ）派遣について 福井県金融広報委員会 
   

会 長 の 時 間 　会　長　　山　下　健　治

ビジター受付のみ12：00～12：30 

福井西RC 金 2/3 

福井南RC 火 1/31 2/14,21 

福井北RC 水 2/15 

福井あじさいRC 金 2/24 3/24 

大野RC 水 2/8 

武生府中RC 木 1/26 2/23 

敦賀西RC 木  2/16 

 ビジター受付のみ18：00～18：30 

福井水仙RC 木 2/23 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火 2/7,14,28 3/14 

 
ロータリーの友（１月号）解説         金 雑誌・広報・ＩＴ委員長 

ｐ１４ 「職業奉仕」はロータリーの根幹か？       本田 博己（前橋ＲＣ）   
日本では「職業奉仕」をロータリー理念の根底に位置付けて議論される伝統があるが、ＲＩが示す「職業奉仕」

は、クラブ活動の枠組みである五大奉仕部門の一つとしての「職業奉仕部門」なのです。「職業奉仕」という言葉で、
世界のロータリアンは奉仕部門の一つとして職業奉仕活動を語り、日本のロータリアンは、「奉仕の理念」の仕事へ
の適用や自身の職業観を語る。このズレを解消できないでいる事が、日本のロータリーの「ガラパゴス化」を招い
ている一因のように思えます。 

 
ｐ６２ 友愛の広場 

「ロータリーの栄光と魅力」             多胡 健吾（明石西ＲＣ） 
昨年の規定審議会での採択で、例会と例会出席に関しては、クラブ細則で変更可能になり、また、会員身分の規定が大幅に削除されました。こ
れは例会軽視に他ならず、また、ロータリーが、選ばれた各企業の代表的職業人が例会で切磋琢磨し、職業倫理を高揚し、社会の為に企業と
経営者自らの品位を向上させる場ではなくなりました。ロータリーの栄光と魅力は消え去ろうとしています。 

「ロータリーの標語についての考察」         味戸 道雄（須賀川ＲＣ） 
ロータリーの標語「超我の奉仕」と「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」について、「超我」は自然に腑に落ちるものの、「最も多く報いられ
る」には抵抗感があった。しかし、森本あんり著「反知性主義」によると、アメリカに土着したキリスト教は独特のアメリカ化キリスト教であり、契約
宗教（人間が信仰と言う義務を果たせば神は祝福を与える義務を負う）であると記されており、その概念を元にロータリーが発展してきたと考え
れば、すんなり理解できる。一方、「仏教徒は忘己利他の四文字である」（山田恵諦師）や「武士道の究極は、滅私奉公である」など利己を排し
利他を尊ぶ心が日本人の信条である。日本人のロータリアンにふさわしい理念、標語は「超我の奉仕」と「忘己利他」ではないかと言いたい。 

「『ロータリーの友』八月号から」           堀部 正行（東京練馬中央ＲＣ） 
「ロータリアンの義務」、「例会出席は義務ですか？ 楽しみですか？」、「二〇一六年規定審議会：クラブ運営に大幅な柔軟性」を読んだ。前二
者はロータリアンの三大義務を明記し、例会出席の重要性を述べているのに、三番目の記事には「クラブの健全さは出席率だけで決まるもの
ではないと認識しました」との驚くべき記載。人集め金集めも必要かも知れませんが、決して基準になる部分ではありません。今回の変更は、
柔軟性と言う文言を入れて自己矛盾を解消しようとしているように見えます。  

ｐ７３「世界に売れるMade in Japan」                ビリングシステム（株）代表取締役 江田 敏彦 
日本では当たり前、と思われているものが、海外では実は特別な商品やサービスになると云う事があります。日本の商品、サービス、こういった
ものは海外では確実に売れます。 

 



 

 

  

 

クラブ協議会 下半期事業予定発表            四大奉仕委員長 

委員会報告                       １月１６日（月） 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 １６名 
山下会長 早くも後半戦です。 

あと６カ月よろしくお願いします。 

杉本幹事 新年おめでとうございます。 

本年度もよろしくお願い致します。 

南    妻の誕生日を自祝して。 

     １年間よろしくお願いします。 

林田千之 前回例会欠席された方、本年もよろしく！ 

前川重雄 おめでとうございます。 

本年もよろしくお願いします。 

下田   ロータリーの友解説 金先生ご苦労様です。 

金    １月の「友」ポイント紹介をさせていただきます。 
本年も宜しくお願い致します。 

髙嶋   新年おめでとうございます。 

倉本   本格的な冬です。体に気を付けて頑張りましょう。 
水﨑   寒さにめげず、頑張りましょう。 

 

◆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 

1/16 ３７ ２７ ７ １ ２ 77.14% 

【メーキャップ】 1/16～1/27 事務局受付分   

 1/17 福井南RC 前川徹 1/30分 1/27 三国RC 柿木 1/30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 

1/10 ３７ ２１ ４ ９ ３ 75.53% 

 

 
◆寄付金の状況◆  ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 1月16日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 20,000円 681,000円 1,221,000円 

ロータリー財団 23,000円 401,400円 

米山記念奨学会 23,000円 351,000円 

 

社会奉仕委員会  三寺康信 委員長 
４/２丸岡桜まつりにて、晩婚化と少子化傾向を食い止める為に、地域に貢献しつつ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することで、早期結婚を促進する「ボランティア婚活」を企画しました。会員の皆様に
は、ご子息・お孫様・従業員・お知り合いの方々をご紹介頂けますようよろしく御協力お願い致します。 
対象年齢 男性30歳～45歳 女性28歳～45歳 

 

 
職業奉仕委員会  林田千之 委員長 
８月の坂井高校における集団模擬面接会においては、大変お世話になりました。 
竹吉校長より年賀状にて、12月末に志望者全員内定したとお礼をいただきました。 
５月第３週辺りに、小林化工（金津町）ジェネリック薬品を製造している会社に職場訪問を計画しています。 
お昼の時間帯ですが、皆さんぜひご参加下さい。また、ご案内いたします。 

国際奉仕委員会  杉本政昭 委員長 
タイ津波被災地における教育環境向上ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを予定しています。タイ国バンガー県タクアパ群の 18 小学校・津波被
災者再建住宅団地（ITV仮設団地）コミニティセンター、津波被災者孤児院への図書・書架及び、パソコンやその周辺
機器の寄贈、また、学校の先生たちへの育成研修を行います。この事業は、グローバル補助金を活用します。進行状況
は、最終申請書のチェックおよびＤＤＦ資金の審査結果待ちです。その後、国際ロータリーに申請をし、補助金が下り
るという予定です。事業予算総額68,000＄期間3年です。具体的なタイ訪問日程等は、状況をみながら速やかに報告す
るように致します。また、5/13に島原南ＲＣ創立30周年記念式典への参加を予定しています。追って連絡いたします。
皆様のご参加よろしくお願い致します。 
 
青少年奉仕委員会  東角  操 委員長 
報告：①三国ＲＣと共催の学童軟式野球大会②ウイングカップソフトボール大会への協賛③今年度より新規に赤ちゃん
抱っこ事業（丸岡中・丸岡南中）に協賛。マット等の寄贈をしました。 
予定：①4/16ロータリーカップ少年サッカー大会の主催。②昨年に引き続きスタディツアーを行います。国際奉仕委員
会での事業で寄付したパソコンの操作指導する係として、丸岡高校生3名をタイに同行します。今年は、ロータリー活
動を地域に知ってもらう意味もあり、同窓会からの支援も受けて、先生も1名参加予定です。時期は、まだ不明です。
杉本委員長より期間が3年とありましたが、今年度に大よその事業を行い、２～3年目は、金銭的な支援だけではなく、
成果がでているのか、フォローをする、などの事業になります。③ＲＹＬＡへの参加については、例年通り地区から依
頼が来ています。しかし、上記の国際奉仕・青少年奉仕委員会の事業の兼ね合いもあり、日程上困難の為、参加は未定
です。ご了承ください。 
 

柿木 おめでとうございます。本年もよろしく。 

竹内 金会員ロータリーの友解説よろしくお願いします。 

三寺 金先生のお陰で風邪が良くなりました。ＲＣに入って 

   良かったです。 

松井 金会員ロータリーの友１月号解説よろしくお願いします。 

笹埜 前回欠席しまして申し訳ございませんでした。 

   本年もよろしくお願い致します。 

川上 1/30新入会員卓話予定でしたが、都合の為、2/6に変更 

させて頂きます。大変申し訳ありませんが、よろしく 

お願い致します。 

 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者 １８名 
中島 林田千之 北 下田 金 奥村 髙嶋  
林田恒正 山下 倉本 水﨑 杉本 竹内 松井 
青池 笹埜 川上 竹澤（西出 入会時寄付100＄計上） 

◆米山奨学会◆     寄付者 １８名 
中島 林田千之 北 下田 金 奥村   
林田恒正 山下 倉本 水﨑 杉本 竹内 松井 
青池 笹埜 川上 竹澤 西出 

★ 送金報告 ★ 

◆RI人頭分担金（1月～6月分）1,106.03USD（128,299円）◆米山奨学会 普通寄付下期分2,000円×37人分＝74,000円 

◆地区後期分担金 13,500円×37人分＝499,500円（以下の①～⑤） 

①地区資金分担金（5,000円）②ガバナー事務所分担金（2,500円）③青少年交換特別資金分担金（500円） 

④地区大会分担金（5,000円）⑤ガバナー月信購読料（500円） 

◆ロータリーの友購読料（1月号～6月号 1冊200円税抜） 60,912円（前期未収分含む） 



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 

 

 

 

表 彰 

《米山記念奨学会より》 

  第1回米山功労者（累計額10万） 柿木会員 

  第2回米山功労者（累計額20万） 林田千之会員 山下会長 水﨑会員 

  第4回米山功労者（累計額40万） 藤本旧会員 

《国際ﾛｰﾀﾘｰ財団より》 

ﾍﾞﾈﾌｧｸﾀｰ （恒久基金 1000＄）  山下会長 

《国際ﾛｰﾀﾘｰ財団より》 

MPHF（ﾏﾙﾁﾌﾟﾙﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ）Pin＋5（累計6000＄） 髙嶋会員 

新年家族会 小松屋にて                 １月２０日（金） 

山下会長挨拶 

会員２３名 ご夫人も６名出席 
いただきありがとうございます。 
大いに楽しみましょう♪ 

♪ Ｔａｎｉ Ｒｏｓｓｏ  
Ｍｕｓｉｃ Ｓｅｓｓｉｏｎ ♪ 

ザ・ピーナッツ 「恋のバカンス」 
ビリーバンバン 「白いブランコ」 
ディズニーソング 「星に願いを」 
美空ひばり 「川の流れのように」 
また、演歌など、バラエティに富んだ 
演奏があり、一同、大満足(*^_^*) 

♪ トランペット 
 谷 浩和さん 

「金津 JAZZ 倶楽部」
「白井淳夫 

Swing'nBand」 

♪ ボーカル 土谷さん 

全国規模のカラオケの大会で優勝経験があるそう
で、とっても上手でした。 

谷さんは、金会員・山下会員・杉本会員 同様 
丸岡中学校 ブラスバンド部の黄金時代を 
築き上げた名トランペット奏者です。 
アンコールで、腕前を披露下さりました。 
大いに盛り上がりました。 

金会長エレクト挨拶 

ご夫人方がいらっしゃると落ち着いた雰囲気になりとても和やかな会
になりました。皆さん、どうかご家庭で、ロータリー活動の事を積極
的にお話ください。幅が広がり、イメージも変わってくると思います。
また、既存の風と、新しい風を一本化していきたいと思いますので、
皆さん宜しくお願い致します。 
羽ばたいて舞い上がる新しい年を見つめていきましょう！！ 

 


