平成２９年３月６日 発行

本日の例会

次回例会

平成２９年３月 ６日（月）第 1887 回例会

平成２９年３月１３日（月）第 1888 回例会

19：00

20：00

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３月号解説 上屋敷 雑誌広報 IT 委員
ゲストスピーカー
青木行政書士事務所 代表 青木 克博 様
『相続を争族にしないために』
閉会点鐘

会員卓話

三寺 康信 会員

今後の予定
平成２９年３月２０日（月）春分の日の為 休会
平成２９年３月２７日（月）第 1889 回例会
新入会員卓話 関山 雄士 会員

お知らせ
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）
4/ 2(日) ボランティア婚活（丸岡城 桜まつり会場）
社会奉仕委員会 主催
4/16(日) U-9 坂井市少年サッカー大会（丸岡ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ）
青少年奉仕委員会 主催

平成２９年４月 ９日（日）
地区大会 （サンドーム福井）

平成２９年４月２１日（金）
三国ＲＣと合同例会（ホスト：三国ＲＣ）

平成２９年５月１３日（土）
島原南ＲＣ ３０周年記念式典

福井県内クラブ例会日・開催場所
月 曜 日
火 曜 日
水 曜 日
福井東・アオッサ3F WelAossa 福井南・繊協ビル8F大ホール 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 勝 山・勝山市民活動ｾﾝﾀｰ 敦 賀・福井銀行敦賀支店2F
武 生・武生商工会館
鯖江北・神明苑内
若 狭・ホテルせくみ屋
大 野・大野商工会館1F
福井ﾌｪﾆｯｸｽ・ｸﾞﾗﾝﾕｱｰｽﾞﾌｸｲ

木 曜 日

無印＝12:30開会 * ＝19:00開会

金 曜 日
福 井・ユアーズホテルフクイ 福井西・バードグリーンホテル
武生府中・農協会館３Ｆ
三 国・三国観光ホテル
* 福井水仙・福井パレスホテル 鯖 江・鯖江商工会館３Ｆ
* 敦賀西・プラザ萬象
福井あじさい・リバージュアケボノ

会 長 の 時 間

会 長

山 下 健 治

本日のゲストは、国神神社の宮司の三上敏治様です。小さい頃から地元では「おしんめさん」と馴染んでいる国
神神社がなぜ「おしんめさん」と言われるかなど、丸岡の氏神様である国神神社の成り立ちについて後ほど卓話を
頂きます。
さて、今日は、私と同じ業界で働く 68 歳の経営者の方の信条についてお話しします。その方が言うには、世の
中で客観的にはその本人にとって都合の良い事と悪い事は一定の確率で起こるのですが、主観的にその事をどうい
う風に受け止め処理するかは自由なのだから、その方は「自分にとって世の中は良い事しか起こらない」と考える
ことを信条としているということです。
例えば、大きな仕事のお客様を無くしてしまっても、そのことを悪い事とは捉えずに、そのお客様に要していた
時間と労力が必要なくなったことで、新たなお客様や仕事を得ることに努力する時間や労力が確保できた、これは
良い事だと考えることが、私が成功してきた秘訣だということです。少々楽観的とも思えますが、要は自分の気の
持ち方一つで仕事も人生も変わるのだということです。
先々週、例会の出席率をもっと上げましょうと言ったら、逆にこの２回の例会は急に出席率が悪くなってしまい
ました。色々都合が悪くなる時もあると思いますが、欠席される場合は是非メーキャップをお願いします。

幹 事 報 告
来 簡
≪ガバナー事務所より≫
①2017-18 年度 地区研修・協議会のご案内
4/30 13：00～17：00 国立京都国際会館
【出席義務者】 会長・幹事・クラブ管理運営・
奉仕プロジェクト（職業奉仕、社会奉仕、
国際奉仕より１名以上）
青少年奉仕・ロータリー財団・米山奨学・
会員増強拡大・広報
合計 9 名
≪他クラブより≫
①会報
武生 RC 福井北 RC 島原南 RC

幹 事

杉 本 政 昭

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 3/13
福井あじさい RC 金 3/24 4/14 6/30
鯖江 RC
金 3/17
武生府中 RC
木 3/30
敦賀西 RC
木 3/9
大野 RC
水 3/8 4/5,12
ビジター受付のみ 18：00～18：30
福井水仙 RC
木 3/9

≪その他≫

地区会議出席報告

水﨑会員増強・退会防止委員長

９７クラブ合同会員増強会議 2/26 京都商工会議所にて
２６５０地区９７クラブの内、会員数が４０名を切っているのは、約半数４８クラブです。
１２クラブが夜間例会に変更しています。会員が、一地域にとどまらなくなってきたため、お昼の例会は、難し
くなってきているとのことでした。また、会費の件ですが、丸岡ＲＣの場合、食事を取りやめたこともあります
が、例会会場費・例会食費が、会費全体の３％ということは、他クラブから、驚きの声が上がりました。食事が
ないのは、果たして例会として、よいのかという議論にもなりました。中には、
「利き酒会」という会を設けるというクラブも
ありました。また、クラブの規模別に分科会が行われました。以下、当クラブの概要を発表という事で、内容を簡単にお知ら
せいたします。私の主観もはいっておりますし、先日クラブ内での委員会での意見も入っています。
《丸岡ＲＣ現状の課題》
会員は増えたが退会者もあり満足はできない。
「４０周年を４０名で」は悲願である。
過日、増強委員会と親睦委員の若い会員で合同委員会を持った。
①例会欠席者が減らない。⇒職業が多様になって、会員の就業場所・活動拠点が広範囲になっている。
②交流の場が少なくなって、会への帰属意識が希薄になった。
③例会の運営にエネルギーがとられ、本来の社会活動を熱く展開することができていない。
④四大奉仕活動が会員全体のものになっていない。事業がマンネリ化している。新会員の活動の場所を作っていく努力が必要

地区行事参加要請
２６５０地区 職業奉仕講演会のお知らせ
４/１６（日）１３時～１６時 ロームシアター京都にて
「ロータリーの行方 ～職業奉仕の過去・現在・未来～」という演題で
講演会が開催されます。
詳しくは、事務局より後日案内致します。皆様、ぜひ御参加下さい。

林田千之職業奉仕委員長
本日 3/6
チラシを配布
します。

外部卓話

プログラム委員会
『 国神神社の成り立ちについて 』

国神神社 宮司

三上 敏治 様

国神神社の御祭神は、椀子皇子である。
古い資料は、昭和 23 年の震災で燃えてしまい、我々の所
に伝わっていない。先々代の宮司（三上敏士氏）が私の父
であったが、特に何も聞かされていなかった。そこで現在
の略記は平成４年までのことが書かれているが、その前の
略記が見つかったので、それを参考に今年、新しいものに
しようと思っている。
延喜式神名帳とは、927 年に編纂された書の事であり、それに記載されている神社を延期式内社（式内社）と言い、最も由緒
正しき神社である。全国で 2861 社、福井県に 155 社、丸岡町内に国神神社を含めて７社ある。
布久漏（ふくろ）神社
丸岡町北横地

多禰（たね）神社
丸岡町山崎三ケ

高向（たかむく）神社
丸岡町高田

久米田（くめた）神社
丸岡町下久米田

横山（よこやま）神社
丸岡町坪江

笠間（かさま）神社
丸岡町篠岡

かつては、神明宮とも呼ばれた神社で、
「おしんめさん」と呼ばれる所以である。国神神社はもともと丸岡城の所にあり、柴
田勝豊が豊原から城を移築した際に、現在の所に移転した。そこに住んでいた人達は、現在の里丸岡、西里丸岡に移り住んだ
ので、氏子も多い。
なぜ、国神神社と言うのかというと、継体天皇を祀ったから
「国の神様」からきているのではと言われている。
継体天皇を、坂井平野の開拓をした国土開発の神様とも呼んでいる。
震災で焼失した後、昭和 37 年に再建されるが、町の都市計画や
資金集めなどで敷地は狭くなった。もともとは南向きで、馬面さん宅の
所に正面の鳥居があり、昔のタクシー会社のあった駐車場も敷地であった。
宮司は最高責任者である。世襲制ではないので後継者を心配している。若い人で関心のあるような人がいたら連絡をいただ
きたい。

＜会員感想＞
私の母の実家が国神神社のすぐそばで、
幼いころから丸岡祭は
とても楽しみでした。全国各地の村に神社があり、日本人は皆
手を合わせて拝みます。感謝の心が育つのだろう。
（文責 前川 徹）

委員会報告

２月２７日（月）

◆ロータリー財団◆
寄付者 １１名
中島 林田千之 下田 林田恒正 山下
倉本 水﨑 杉本 竹内 松井 竹澤
◆米山奨学会◆
寄付者 １１名
中島 林田千之 下田 林田恒正 山下
倉本 水﨑 杉本 竹内 松井 竹澤
◆ニコニコ箱◆
寄付者 １４名
山下会長 三上様、本日は卓話よろしくお願いします。
杉本幹事 三上様、本日卓話よろしくお願い致します。
林田千之 宮司様本日卓話よろしくお願いします。
前川重雄 三上様、卓話ありがとうございます。
下田
三上様、卓話ありがとうございました。
林田恒正 三上宮司様、卓話ありがとうございます。
倉本
国神神社宮司三上様、本日は卓話有難う
ございます。
水﨑
三上宮司さん、卓話ありがとうございます。
柿木
国神神社宮司三上さん、いつもありがとう
ございます。又、今日は、卓話よろしくお願い
します。
竹内
国神神社三上宮司様、本日の卓話よろしく
お願いいたします。

◆出席報告◆

出席委員会

例会日

会員数

出 席

届有欠

届無欠

2/27

３７

２９

５

２

出席免除者

欠席

１

例会出席率

80.56%

【メーキャップ】 2/27～3/6 事務局受付分
2/25 地区委員会 林田數一3/6分
例会日

会員数

出 席

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ

欠席者

2/20

３７

２４

４

８

◆寄付金の状況◆
ニコニコ箱
ロータリー財団
米山記念奨学会
三寺
松井
竹澤
西出

出席免除者

欠席

１

修正出席率

77.78%

ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会
2 月 27 日
累計
会費含む累計
17,000 円
782,000 円
1,322,000 円
15,000 円
477,400 円
15,000 円
428,000 円

ボラ婚、宜しくお願い致します。
三上様、卓話よろしくお願いします。
三上様、卓話よろしくお願いします。
三上様、卓話宜しくお願い致します。

事業報告

青少年奉仕委員会

赤ちゃんだっこ体験学習への協賛事業
9/29～30 丸岡南中学校 生徒：106 人 親子：38 組
11/16～18 丸岡中学校
生徒：201 人 親子：51 組
丸岡ＲＣより、マット代他 ９４，２８４円 協賛いたしました。
《主催者様よりお礼状が届きました。
》
お陰様で、今年度の「赤ちゃん抱っこ体験学習」は無事終了致
しました。1/20 小中学校校長会において、この活動の報告と今後
は、坂井市全域に拡大したいことを説明する機会をいただきまし
た。この資料は、その時に配布したものです。ご一読ください。
あたたかいご支援とはげましのお言葉ありがとうございました。
ＯＮＬＹ ＯＮＥ♡ 小崎和恵

新聞記事紹介（３/１

福井新聞朝刊掲載）

林田千之職業奉仕委員長

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

