
 

  
平成２９年２月１３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１３日（月）第1884回例会 
19：00  開会点鐘 
     ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ(我らの生業）斉唱 

会長の時間 
幹事報告・委員会報告 
外部卓話 中野社会保険事務所 所長 

中野 和信 様 
『未来の自分を引き出す方法』 

20：00  閉会点鐘 

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』 

 

本日の例会 次回例会

お知らせ

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 

4/16(日)  地区職業奉仕「講演会」（京都） 
 

 

今後の予定

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』 

平成２９年３月 ６日（月）第1887回例会 
ロータリーの友解説（３月号） 上屋敷会員 
外部卓話 行政書士 青木 克博 様 

平成２９年３月１３日（月）第1888回例会 
会員卓話 三寺 康信 会員 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今朝、松山英樹がアメリカツアーでプレーオフの末、見事優勝しました。最近は、日本のスポーツ選手が世界で

活躍していますが、今から30年ほど前までは、日本の金メダルはほとんどが柔道だけで、他の種目ではいい所ま

で勝ち進んでもなかなか優勝まではできませんでした。それが1992年のバルセロナオリンピックで当時中学生

だった岩崎恭子が金メダルを取り、その後、2000年のシドニーで高橋尚子が、その4年後には野口みずきが女

子マラソンで金メダルを取ったのが印象的ですが、その頃から日本人選手の活躍が目立ってきたように思えます。

これは、それまでどうもメンタル的なことに原因があったように思えますが、2000年頃から国を挙げてスポー

ツの科学的な分析やメンタル面での強化に力を入れた成果が出たと言われています。スポーツの振興は国民の健康

増進にもつながるとのことでスポーツ庁も組織され、来年平成30年には福井国体、そして平成32年には東京オ

リンピックを迎えますが、皆さんもスポーツに対して何か取り組む機会にしてはいかがかと思います。 

さて、先般の糸魚川の大火の後も日本各地で火事が多発しています。丸岡でも最近では荒川病院の裏、その前に

は小人町の野村の魚屋、お天守の下、私の小さい時には西瓜屋で5人の子供が亡くなった火事があったことを記

憶しています。最近では商業地域で木造建物を建てる時は建築基準法22条の規制で、屋根や壁に不燃材料を使う

こととなっていますが、この時期火の取扱には注意願いたいと思うところです。 

地区より4月の地区大会に是非全員出席をお願いしたいとの連絡が来ています。既に欠席の届けを出されてい

る方、是非再検討願います。私ごとですが、来週は業界の会議で出張のため残念ですが欠席します。 

 

 

 

幹 事 報 告 　幹　事　　杉　本　政　昭

来 簡 

≪ガバナー事務所より≫ 

①希望の風奨学金 送金のご報告 
地区から、1,000万円 東日本大震災青少年支援連絡協議会 
へ送金。丸岡RCからは、後期会費で集めたお一人5,000円 

を地区へ送金予定。 
②ＮＰＯ法人国際ロータリー日本青少年交換委員会が 
多地区合同奉仕活動であることを承認する件について 

③地区大会選挙人信任状証明書についてのお願い 
④ラックニュース 第4号 

≪他クラブより≫ 

①会報   
②異業種交流プロジェクト開催の案内 三国RC 

≪その他≫ 

 ①桜まつりボンボリ広告の依頼  10,000円 
   

   

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 

鯖江RC 金 2/17 3/17 

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  3/9 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火 2/14,28 

 

第１０回理事会 議事録              ２月６日（月）開催 

【審議事項】    

①３月例会プログラムについて  
林田千之理事より３月例会プログラムを資料に基づき説明⇒承認 

②国際奉仕委員会事業予算変更について 
杉本国際奉仕委員長より、青少年奉仕事業にも関連するため、東角
理事より説明する旨発言。 
東角理事より事業予算変更について、関連する３号議案と一括して
資料に基づき説明。 
国際奉仕に関し、クラブ会員が訪タイする際にクラブより支払う補
助金の捻出を含め、３０万円の支出補正と、青少年奉仕の事業内容
の変更について承認を求める旨上程。 
山下会長より補正財源はニコニコの増収分を充当する旨補足説明。 
林田千理事より、特定資産を取崩し捻出する旨提案。 
山下会長より特定資産から捻出する方向で調整し継続審議とする
旨説明。                    ⇒継続審議 

③青少年奉仕委員会事業予算変更について 
２号議案と一括審議（前述）           ⇒継続審議 

④社会奉仕委員会 ボランティア婚活事業予算変更について  
三寺理事よりボランティア婚活事業予算変更について説明⇒承認 

⑤2017年度米山奨学生引受けについて  
山下会長より２０１７年度米山奨学生引受けについて、資料に基づ
き説明。カウンセラーは青池会員に引き受けて頂くことを合わせて
上程。                       ⇒承認 
      
   

      

【協議事項】 

①島原南ＲＣ３０周年記念式典 参加日程について 
山下会長より島原南ＲＣ３０周年記念式典 参加日程に
ついて説明会員に２泊３日の行程で参加者募集すること
で決定。                   ⇒了解 

【報告事項】 

①1/20新年家族会 決算について 
山下会長説明。了承 

３月プログラム 

日  時 内  容 

3/6（月） 

祝事 ロータリーの友解説（３月号）上屋敷会員 

外部卓話 

 行政書士 青木 克博 様 演題：未定 

3/13（月） 
会員卓話 

 三寺 康信 会員      演題：未定 

3/20（月） 春分の日 祝日にて休会 

3/27（月） 
新入会員卓話 

関山 雄士 会員          演題：未定 

 



『私の歩み』 川上 純幸 会員  2016.9.7入会  1967.2.11生  ㈱アットワーク 代表取締役 

まずは自己紹介からさせていただきます。昭和４２年２月１１日生まれにて今年５０歳を迎えます。 

丸岡中学校を卒業し福井高校電気科へ入学卒業。サラリーマン人生２０年を経て、現在、人材派遣会社

アットワークと警備会社ＳＳＫを経営しております。 

地元の会社へ就職しフォークリフトのメンテナンスをしておりましたが、高校を卒業したばかりの私

には社会が理解できず１年で退社。電気関係が苦手ということもあり仕事には全く興味がありませんで

した。そして次に就職したのが、大阪有線という大阪本社の会社です。業務内容は喫茶店やスナックに

音楽を流す仕事で、電柱から電柱に専用線を引きそのまま宅内へ配線し専用チューナーを取りつけると

いうのが業務の流れです。電話工事をイメージして頂ければわかりやすいと思います。 

今考えると、どうも私は人より高所が好きだったのかもしれませんね。ここから私の本当の仕事人生がスタートしました。まず

は丸岡営業所に３年、加賀営業所に１年、福井支店に１６年勤務し、技術職として１４年、営業職として６年で、サラリーマン

をしていました。営業をずっとやりたかったので営業の職で良かったのですが、営業の厳しさが分かりました。どのようにすれ

ば営業成績が上がるかを考え、同業者と仲良くなることが、一番の近道でした。「有線戦争」という縄張り争いがあり、あちら

こちらの県で、もめ事を繰り返していた記憶があります。怖い人達の喧嘩が路上で始まり、警察や救急車が来るのは、日常茶飯

事でした。しかし、この会社での営業経験が、私が人材派遣業を起業するきっかけとなったのは間違いありません。実は、それ

までは、派遣事業などには、携わった事もありませんでした。きっかけとなったのは、有線放送時代に知り合った仲間達から一

緒に派遣を始めないか？と誘われた事でした。 

 派遣事業には無期雇用者（期間の定め無し）を派遣する特定労働者派遣事業、有期雇用者（期間の定めあり）を派遣する一般

労働者派遣の２種類があります。一般労働者派遣は許可申請のハードルが高く資本金１５００万円以上、純資産２０００万円以

上、現預金１５００万円が申請の最低条件です。それに対し特定労働者派遣は届出だけで事業開始が出来るので、まず私は特定

労働者派遣事業から開始しました。派遣事業とは、人に派遣登録してもらわねば、売上が立たない商売です。そこで、一番辛い

のが人集めです。毎月数十万の広告費を使い永遠と集めていかなくてはなりません。それに比べると、営業面は簡単です。人手

不足で悩んでいる企業へ伺うだけで契約は頂けるのですが、その先に人材を提供できるかが大きな課題となっております。 

私は、幸いなことに、リーマンショックのお陰で、何とか事業が安定しました。当時、ニュース等でも取り上げられていまし

たが、不況の為、多くの企業で派遣社員の契約打ち切りが続出していました。大手派遣会社は、次々と福井県から撤退をしてい

きました。企業して初めての好機到来です。仕事は減りましたが、競争相手も激減し、県内の派遣業界にリセットがかかりまし

た。元々後発で派遣を始めたので、失うものも少なく翌年には売上が３倍まで伸びました。その時はじめて知った事は事業が急

激に伸びたときには、資金が何倍も必要になるということです。こんな事で悩むとは思ってもおらず、うれしい誤算でした。 

次に仕掛けたのが、M＆Aです。もちろん今は、規模は小さいです。一つ目は、札幌にある自動車販売会社を購入しました。

ただ、北海道ですので、距離もありますので、なかなか経営の管理が出来ず２年後に売却しました。その次に、警備会社を購入

しました。しかし、警備会社は公安委員会に届け出をして、毎年１回警察の立入検査があるのが、悩みの種でして、緊張します。

この警備会社は福井市に本社、武生、敦賀、滋賀に営業所があり、少しずつではありますが、売上を伸ばしております。業務は

交通誘導警備が専門で、道路工事や通信線張替工事など車の走行を妨げる場所でよく見かけると思います。 

最後に私の小学校からの夢は、会社の社長になることでした。夢は現実になるものだと思いました。まだまだやりたいことが

有りますので、これからも社長業を楽しもうと思います。 

＜会員感想＞ 

川上会員は、社長と言う小さい頃の夢・目標を達成した事は、素晴らしいと思います。なかなか小さい頃の夢を現実にさせる事

は難しいと思います。話の中では出ていませんでした多分、今の地位になるまでには苦労、努力があったのではないか、また色々

な仕事を経たからこそ夢が叶ったのではと私は思います。   （文責 青池 進）

 

 

 

 

 

 

  

新入会員卓話                     プログラム委員会 

ロータリーの友（２月号）解説        下村雑誌・広報・ＩＴ副委員長 

ｐ２７ ロータリーが誕生したころ                「友」編集長 二神 典子  
今月号の表紙は、いつもと違った雰囲気です。一面は、ロータリーの創始者ポール・ハリスです。なぜ、表
紙がポール・ハリスなのかおわかりですか？それは、2月23日がロータリーの創立記念日だからです。1905

年のこの日、ポール・ハリスは3人の仲間と会合を持ちました。その時の4人が、今では、200以上の国と
地域に広がり、約35,000のクラブと120万人以上のクラブ員となっています。 

 ｐ３ ＲＩ会長メッセージ   「世界はますますロータリーを必要としています」 
ロータリーは創立112年を迎えます。今日の世界は、ロータリーのない世界よりも格段によい世界であるに違いないということを、そして、ロータ
リーをより堅固なものにしているのは、皆様一人ひとりのおかげです。皆さんは、「人類に奉仕するロータリー」を通して、毎年毎年、世界をより
よい場所に変えていくのです。 

ｐ７～１０ 合併・・・・・その後   会員数が減って十分な活動ができなくなった時 

八潮みらいロータリークラブ  会長     坪田 祐貴 
東京福生ロータリークラブ   合併委員長  金森 芳男 
熊本東ロータリークラブ      2011-12会長  室原 良治 

・合併は、それぞれのクラブの特徴が融合して、活動自体にも活気がでる。 
・合併する時に留意すべきは、合併前のそれぞれのクラブの歴史があり、それを消滅させてはいけない。 



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  

 

 

2650地区会議 出席報告 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 １９名 
山下会長 下村さん、友の解説よろしく。 

川上さん、一生に一度の新入会員卓話です。 

頑張って下さい。 

杉本幹事 川上さん、卓話ごくろう様です。 

下村さん、友の解説よろしく。 

林田千之 卓話ご苦労様です。 

前川重雄 先週風邪で欠席しました。 

川上さん卓話ごくろう様です。 

下田   川上純幸さん、卓話ご苦労様です。 

奥村   川上会員、きょうは卓話ご苦労さまです。 

髙嶋   下村様、ロータリーの友の解説御苦労様です。 

下村   川上会員、卓話ご苦労さまです。誕生日を自祝して。 

倉本   誕生日を自祝して。尚、妻の誕生日を自祝して。 

川上会員、卓話ありがとうございます。 

倉田   川上会員卓話よろしくお願いします。 

水﨑   川上さん、卓話楽しみです。頑張って下さい。 

わが家には、２月生まれが三人（妻・長男・長男の嫁） 

もいますので、その誕生日を自祝して。 

柿木   川上さん、卓話よろしくお願いします。 

 

◆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 

2/6 ３７ ３０ ４ １ ２ 85.71% 

【メーキャップ】 2/7～2/13 事務局受付分   

2/4 地区情報委員会 林田千之1/30分 2/3 福井西RC 下田2/13分 

2/7 福井ﾌｪﾆｯｸｽRC  林田恒正2/13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 

1/30 ３７ ２４ ３ ７ ３ 79.41% 

 

 
◆寄付金の状況◆  ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 2月6日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 27,000円 732,000円 1,272,000円 

ロータリー財団 21,000円 437,400円 

米山記念奨学会 20,000円 387,000円 

 

竹内  川上会員、本日の卓話よろしくお願いします。 

松井  川上さん、新入会員卓話よろしくお願いします。 

上屋敷 下村さん、友解説よろしくお願いします。 

川上さん、卓話よろしくお願いします。 

笹埜  川上さん、卓話頑張って下さい。 

川上  つたない話ですが、新入会員卓話させて頂きます。 

よろしくお願い致します。 

竹澤  川上様、卓話ごくろう様です。 

西出  川上さん、本日は卓話よろしくお願いします。 

◆ロータリー財団◆   寄付者 １６名 
中島 林田千之 前川重雄 北 下田 
奥村 髙嶋 山下 倉本 倉田 水﨑 
杉本 竹内 松井 笹埜 川上 
◆米山奨学会◆     寄付者 １５名 
中島 林田千之 前川重雄 北 下田 
奥村 髙嶋 山下 倉本 倉田 
杉本 竹内 松井 笹埜 川上 

 

委員会報告                        ２月６日（月） 

2/5（日）2016-17年度第2回社会奉仕委員長会議 に出席してきました。 

内容 ①まちづくり基金奨励金事例発表 ・京都朱雀ロータリークラブ【2015-16年度最優秀賞受賞】 

    社会奉仕事業「障害者に本格的なミュージカルを」  

    音楽を通して、RCメンバーも一緒に楽しむ。『物ではなく、心を残す』取り組みを！ 

    クラブ内の委員会の垣根を越えたクラブ全体としての奉仕活動事業。 

   ②2016-17年度上半期 社会奉仕活動 事例発表 地区内５クラブより発表 

    その中で、三国ロータリークラブ 「居心地のいいクラブづくりを」  他団体との共同事業。 

 

 

２月度祝事 

 

会 員 誕 生 日 

2/11  川上会員  50 

2/24   倉本会員  74 

2/28   下村会員   74 

2/28   髙倉会員  58 

会 員 夫 人 誕 生 日 

2/8   倉本 会員夫人  記代子様 

2/10  水﨑 会員夫人  邦子様 

2/11  山岸 会員夫人  奈美子様 

2/26  松井 会員夫人  早苗様 

結 婚 記 念 日 

2/20   上屋敷会員 

 


