
 

  
平成２９年２月６日 発行 

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

平成２９年２月 ６日（月）第1883回例会 
19：00  開会点鐘 
     君が代・ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ（四つのテスト）斉唱 

会長の時間・祝事 
幹事報告・委員会報告 
ﾛｰﾀﾘｰの友２月号解説 下村雑誌広報IT副委員長 
新入会員卓話  川上 純幸 会員 

『私の歩み』 
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 

 

本日の例会 次回例会

お知らせ

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 

2/26(日)  97 ｸﾗﾌﾞ合同会員増強会議（京都） 
       水﨑会員増強委員長 出席予定 

3/19(日)  会長エレクト研修ｾﾐﾅｰ（PETS）（京都） 
       金会長エレクト 出席予定 

 

今後の予定

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』 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

先般の唐津市議会議員選挙で同姓同名の方が立候補し、どのように投票を区別するか話題になっていました。 

福井県内のロータリークラブでも、本日のお客様と同姓同名のロータリアンが福井北ＲＣにおられます。本日のお

客様はガバナー補佐で三国ＲＣの木村昌弘様です。世間は狭いと思う次第です。そして、もうお一方、福井フェニ

ックスＲＣから大橋浩志会員が県下工業学科課題研究発表会のＰＲでお越し頂いています。ご両名には後ほどご挨

拶を頂きたいと存じます。 

さて、ガバナー補佐がお見えになっているから申し上げるわけではありませんが、刀根ガバナー年度のガバナー

月信は大変内容が濃いと常々思っています。この中で毎月クラブごとの出席率が公表されています。この４カ月間

の統計では、京都42クラブのうち４クラブ、滋賀では21クラブ中２クラブが４カ月連続100％、奈良は14

クラブがコンスタントに90％前後の出席なのですが、福井は、武生府中が4カ月のうち３ケ月が100％、若狭

が95％以上で大変優秀なのですが、福井北・福井水仙・鯖江・武生・敦賀西の５クラブがこの４カ月間８０％以

下で、丸岡はこの５クラブより良いものの、４ヶ月とも地区全体の平均以下の出席率です。 

そこで、ガバナー月信１月号の載っていました刀根ガバナーのコメントを読んでみます。 

「ロータリアンは、忙しいからこそ毎週の例会に出るのです。暇だから例会に出るのではありません。ロータリア

ンにとって一番大事なことは、自分が何故ロータリアンでいるのか、何故ロータリークラブに入っているのか、そ

の理由をよく理解しておかなければならないことだと思います。この忙しいのに、何故毎週１回の例会に出なけれ

ばならないのか。この厳しい時代に、何故高い会費を払ってまでロータリアンでいるのか。この点が本当に理解で

きないと、ロータリアンであることの意味はないと思います。ロータリークラブの高い会費は無駄になってしまい

ます。ロータリアンは、忙しいからこそ毎週の例会に出るのです。暇だから例会に出るのではありません。忙しい

人ほどロータリーが必要となります。それは何故かというと、ロータリーは、単なる寄付団体ではなく、一に奉仕

理念を学ぶ倫理実践団体だからです。」と書かれています。 

寒い毎日が続き、インフルエンザ警報も出ていますが、体に留意され、まずは、例会への出席をお願いする次第

です。 

2016年7月～10月 2650地区 例会出席率（％） 

 京 都 奈 良 滋 賀 福 井 地区全体 丸 岡 

7月 92.62 92.99 92.64 84.47 91.16 89.96 

8月 92.77 90.78 91.90 82.03 90.26 85.03 

9月 92.15 89.96 92.41 81.12 89.81 79.32 

10月 91.24 89.73 91.54 83.34 89.63 87.95 

 

幹 事 報 告 　幹　事　　杉　本　政　昭

来 簡 

≪ガバナー事務所より≫ 

①地区学友連絡協議会設立レセプションのご案内 
②【アトランタ国際大会】 日本人親善朝食会 ご案内 
③国際ロータリー日本事務局経理室から 

2017年2月のレートのお知らせ 
1ドル＝116円 （ご参考：2017年1月＝116円） 

④2017-18年度地区委員ご就任「ご承諾書」等のお届け 
ＲＹＬＡ委員会       林田數一 会員 
ロータリー情報委員会   林田千之 会員 

⑤会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）開催のご案内 
３月１９日（日） 於：ウェスティン都ホテル京都 
金会長エレクト出席予定 

⑥２月の「平和と紛争予防/紛争解決月間」のリソース 

≪他クラブより≫ 

①会報  福井北ＲＣ 
②４０周年記念式典案内 武生府中ＲＣ 

≪その他≫ 

   

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 3/9  4/13 

福井東RC 月 2/20,27  3/13 

福井南RC 火 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 2/23  3/2,30 

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 

 

ロータリー日本財団より H28年7月～12月分 確定申告用領収証 

米山奨学会より     H28年1月～12月分 確定申告用領収証 

届いています。本日配布いたします。ご確認下さい。 



『私の仕事と考え方』 

竹澤 俊彦 会員  2016.10.19入会  1967.4.16生  ㈲霞染工 

皆さん今晩は。今日は「私の仕事と考え方」について話をします。 

考え方については、仕事に対するものばかりではなく、様々なものについての考え方となり

ます。 

私の仕事は父の始めた染色業です。業界の方もこの中に沢山いらっしゃいますが、丸岡は

織ネームの産地、そしてそのネームに使われる糸や、織られたものを染めることからスター

トしました。織ネームに使われる糸は主にベンベルグやレーヨン、これらはコットンの種子

の周りの産毛やパルプ等からつくられます。そしてポリエステル。現在ではその他にナイロ

ンのミシン糸や、変わったところではブラインドの紐なども染めています。 

当社で染めているブラインドの紐は、特殊なダイニーマという素材が使われており、これは非常に丈夫で摩擦に強く切れにくい

特徴を持ち、登山用のロープや船舶を係留するのに用いられます。それぞれの素材に対して染料も染色方法も仕上げも様々です。 

近年、染料等に含有する有害物質に対して非常に

厳しくなってきました。具体的にはアゾ系化合物で、

発ガン性が指摘されています。ただ、染料メーカー

が中国資本なのでメーカー公表の不使用記載につい

ては懐疑的です。 

また、色というものは不思議なものです。 

仕事をしている中で、若干の色の違いがある場合に、父やもう一人長年一緒に働いている職人に意見を伺うことがあります。す

ると、例えばもう少し黄色くした方が良いと思っているのに、もう少し赤くした方が良いと相手は言う場合があります。そこで

私の中で、素朴な疑問が生まれます。同じものが同じように見えているのか？ということです。視力とは、通常、遠くのものを

はっきり見る力を言いますが、もう一つ、色を正確に判別できる力もあるのではないでしょうか。 

仕事の話は終わりにして、私が仕事以外の活動を始めた最初のきっかけは商工会青年部です。髙倉さんが部長のときに誘われ

て徐々に楽しくなっていきました。2007 年に JC の理事長をしていたときに能登半島で地震がありました。その際、災害ボラ

ンティアに行ったときのこと、住宅ではなく、普段使われていない物置の片付けを頼まれて、がっかりした記憶があります。 

現在、商工会やまち協、観光協会等で、忙しいですが、「ありがとう」「助かるよ」と言葉をいただくと、頑張らないといけな

い、と折れかけた気持ちが持ち直します。 

ロータリークラブではいつかお年寄りと子どもを交えた事業をやりたいです。その中で、私たち若い？世代には想像もつかな

い貴重な経験を是非伝えていきたいと思います。 

＜会員感想＞ 

同じ色でも人によって違った色に見える。微妙な色彩感覚が必要な仕事に携わっている地場産業の若きリーダーの話しでした。

温かみのある語り掛けに会員一同心を癒されました。「十人十色」という言葉があります。人間社会は考え、好み、性質などが

人によってそれぞれに異なる世界です。多くの人を同じ色、同じ方向に向かわせるにはなかなか難しいようです。 

（文責 倉田 教信）

 ビジター ご紹介 

木村 昌弘 ガバナー補佐 

久しぶりに訪問させていただきました。上半期が終わりまして、多くの事業・行事なされた事と思いま

す。下半期も活動の成果を上げて下さい。また、次年度もガバナー補佐をするよう依頼されましたので、

お引き受け致します。お役に立てるよう、聞き役になって皆様に寄り添っていきますので、どうぞよろ

しくお願致します。 

 

 

大橋 浩志 様（福井フェニックスRC） 

本年度、福井フェニックスRCが地区補助金を受けての奉仕事業で、「福井県工業学科課題研究発

表会」を支援する事となりました。事業を開催するに当たりまして、説明と案内並びに当日の参

加をお願いしたく参りました。 

地区補助金を使用するので、１回のみの支援になります。来年度から、開催資金が足りません。

熱心にものづくりに取り組む若人を資金面からどうぞ支えてくださいますよう、お願いに参りま

した。皆様の企業からの寄付金をお願いしたく存じます。 

今年度は、科学技術高校が開催当番高校となっておりますが、次年度からは、丸岡ロータリーク

ラブ様の地元でもある坂井高校が当番になりますので、よろしく御支援お願い致します。 

新入会員卓話                     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 

 

 

 

2017-18年度 テーマ発表 

委員会報告                       １月３０日（月） 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 １８名 
《お客様》 

木村ガバナー補佐様 

     上半期の活動ご苦労様でした。 

     下半期のご活躍、ご発展を祈念いたします。 

大橋浩志様（福井フェニックスRC） 

宜しくお願い致します。 

山下会長 木村ガバナー補佐そして、大橋様、本日は、 

ようこそお越し頂きました。 

竹澤会員、一生に一度だけの新入会員卓話です。 

頑張って下さい。 

杉本幹事 ガバナー補佐木村様 福井ﾌｪﾆｯｸｽRC大橋様 

ようこそ！竹澤様卓話よろしく！ 

下田   竹澤会員さん、卓話ご苦労様です。 

ガバナー補佐木村様、福井ﾌｪﾆｯｸｽの大橋様ようこそ。 

金    インフルエンザは、まだ増えています。 

御用心下さい。 

髙嶋   木村ガバナー補佐、本日はようこそ。 

大橋様、いらっしゃいませ。 

竹澤会員、卓話御苦労様です。 

下村   竹澤会員、卓話ご苦労さまです。 

倉本   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 

本日は御苦労様です。 

竹澤会員、本日は卓話頑張って下さい。 

 

 

◆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 

1/30 ３７ ２４ ６ ４ ３ 70.59% 

【メーキャップ】 1/28～2/6 事務局受付分   

1/31 福井南RC 前川徹 2/6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 

1/16 ３７ ２７ ２ ６ ２ 82.86% 

 

 ◆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30日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 24,000円 705,000円 1,245,000円 

ロータリー財団 15,000円 416,400円 

米山記念奨学会 16,000円 367,000円 

 

倉田  風邪を引いたようです。早退させて頂きます。 

水﨑  ガバナー補佐木村様 福井ﾌｪﾆｯｸｽRC大橋様 

ようこそお越し下さいました。 

竹澤会員卓話楽しみです。 

竹内  竹澤会員、本日の卓話よろしくお願いします。 

松井  新入会員卓話 竹澤さんよろしくお願いします。 

青池  ガバナー補佐木村様、福井ﾌｪﾆｯｸｽRC大橋様 

    本日は、ようこそ丸岡RCへ！！ 

    竹澤会員、卓話御苦労様です。 

上屋敷 竹澤さん、本日は卓話よろしくお願いします。 

笹埜  竹澤さん、卓話頑張って下さい。 

竹澤  今日はよろしくお願いします。 

西出  竹澤様、卓話楽しみにしています。 

ありがとうございます。 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者 １２名 
下田 金  髙嶋 山下 下村 倉本 水﨑 
杉本 竹内 松井 笹埜 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者 １３名 
下田 金  髙嶋 山下 下村 倉本 水﨑 
杉本 竹内 松井 青池 笹埜 竹澤 

テーマ発表された旨の 絵葉書が届きました 


