平成２９年５月８日 発行

本日の例会

次回例会

平成２９年５月８日（月）第 1893 回例会

平成２９年５月１５日（月）第 1894 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５月号解説 下村 雑誌広報IT副委員長
ゲストスピーカー
(株)池五 社長 丸井 一茂 様
『アメリカの小売業と日本の現状』
閉会点鐘

今後の予定
平成２９年５月２２日（月）第 1895 回例会
外部卓話 (株)クリーンリース
柿木 佑介 様

お知らせ
5/13(土) 島原南ＲＣ ３０周年記念式典 11 名出席
5/14(日) 敦賀ＲＣ ６０周年記念式典 金エレクト出席
5/17(水) ロータリー財団 100 周年記念シンポジウム
山下会長出席
5/19(金) ＲＹＬＡ 福井アカデミアホテルにて
～21(日） 東角建設株式会社 梅田 到氏 参加
5/21(日) 福井県下 RC 現・新会長幹事会
山下会長 杉本幹事
金会長エレクト 林田千之次年度幹事 出席
5/27(土)

平成２９年５月２９日（月）第 1896 回例会
島原南ＲＣ 30 周年式典参加報告

米山奨学生 紹介
新入会員卓話 西出 智一 会員
『僕の２０日戦争』

クラブロータリー情報委員長会議
釣部情報委員長 出席

5/28(日) 武生府中ＲＣ ４０周年記念式典
山下会長出席
5/29(月) 17-18 年度 地区財団資金推進委員 訪問
金会長ｴﾚｸﾄ・林田千之次年度幹事
杉本次年度ロータリー基金理事 出席

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

かつて丸岡には、西長田駅から当時の国鉄の丸岡駅を通って本丸岡に繋がる京福電気鉄道丸岡線が通っていまし
た。そして金津からも本丸岡を通って永平寺に繋がる永平寺線が通っていましたが、丸岡線は昭和 43 年に、永平
寺線も昭和 44 年に廃線となりました。この話は、2 週間前の例会で、えちぜん鉄道の伊東専務から卓話をしてい
ただいたので覚えている話ですが、丸岡にいると電車に乗る機会はほとんどないので今日は電車に乗ること自体が
非常に新鮮な気持ちです。また、５年ほど前にセイダカアワダチソウ駆除事業を三国さんから一緒にしましょうと
声掛けされた時、ちょうど私が社会奉仕委員長だったので、丸岡の運動公園の近くで、わずか 100ｍ位の場所で
したが丸岡の会員だけでセイダカアワダチソウを鎌で刈って、菜の花の種を蒔きました。先日そこを通った所、菜
の花が綺麗に咲いており大変いい事業を教えて頂いたと感謝しています。今日は、電車の中から三国さんの蒔いた
菜の花畑を満喫させて頂きます。そして、丸岡には既に無くなった電車を活かした街づくりにこれからも精進され
ることを祈念します。今日は、三国の皆さんには大変お世話になりますが、この素晴らしい企画に感謝し、また加
賀、福井西、金沢百万石ＲＣメンバーとの親睦も深めながら楽しませて頂きたいと思います。ありがとうございま
す。

幹 事 報 告

幹 事

来 簡
≪ガバナー事務所より≫
①国際ロータリー日本事務局経理室から
2017 年 5 月のレートのお知らせ
1 ドル＝110 円 （ご参考：2017 年 4 月＝116 円）
②下半期 社会奉仕部門事業報告書 提出願い
６/１５（木）提出〆切
③2020 年日本のロータリー100 周年に関するアンケート
④2017-18 年度公式訪問についての案内
９/２２（金） 三国 RC と合同開催
⑤RYLA 受講生へ課題図書のお届け及び事前課題のお知らせ
RYLA ｶｳﾝｾﾗｰ諸事項御連絡のお知らせ

杉 本 政 昭

ビジター受付のみ 12：00～12：30
福井 RC
木 6/29
福井あじさい RC 金 6/30
三国 RC
金 6/30
武生府中 RC
木 5/25 6/1
敦賀西 RC
木 5/18
ビジター受付のみ 18：00～18：30
福井水仙 RC
木 5/18
福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC
火 6/6

≪他クラブより≫

三国RC合同例会
≪その他≫
4/21（金）加賀 RC・丸岡 RC・三国 RC 合同例会

加賀 RC１７名 三国 RC２０名 丸岡 RC１７名出席

丸岡支所を 9：15 に出発して、えちぜん鉄道三国湊駅にマイクロバスで到着
例会まで
の、停車中
の電車の
中で

暖かいお天気
のよい日
ホームで受付

左から
加賀 RC 会長 竹内 和良 氏
三国 RC 会長 安田 一英 氏
丸岡 RC 会長 山下 健治 氏
左から
加賀 RC 幹事 中川 敬雄 氏
三国 RC 幹事 齋藤 重一 氏
丸岡 RC 幹事 杉本 政昭 氏
＜ビジター＞
左から
金沢百万石 RC 谷 伊津子 氏
福井西 RC 幹事 久保田 美紀 氏
福井西 RC 会長 矢田 義邦 氏
ロータリーソング ♪「日も風も星も」

木村ガバナー補佐より
＜眼鏡橋（ めがねばし）＞ の説明がありました。
えちぜん鉄道三国芦原線の終着駅三国港駅近くに築かれる。
鉄道単線を跨ぐ斜橋で、スパンドレルと覆工側壁を石積とした
煉瓦造単アーチ橋である。煉瓦小口４枚厚の斜架、いわゆる「ね
じりまんぽ」で、アーチ端部を鋸歯状の段差仕上とするのが特
徴的である。
乾杯

後日、道路から眺めたところです。
水居駅 ⇔ 芦原温泉
の区間

三国ＲＣの継続事業
「セイタカアワダチソウ駆除
事業」で植えられた沿線の
「菜の花」が見頃です(^○^)

皆、興味津々で、前方を
眺めていました。
『ナナ・イロ』の演奏♪
「ハナミズキ」
「赤いスイートピー」など、
花にちなんだ曲や
芹洋子が歌った「四季の歌」
、
彼女たちのオリジナル曲が披露されました。
(株)三丹（三国 RC 久田様）
美味しいお花見弁当です！

金沢百万石 RC
谷 伊津子様
三国町出身
金沢福井県人会会長
シャンソン歌手
リクエストにお応え
いただき、
アカペラで素晴らし
い歌声を披露してく
ださいました。

山下会長 中締めの挨拶
ナナイロさんが歌ってくれたとおり「春色の汽車に乗って」三国の海に連れてきてもらいました。
車窓を眺めながら懐かしい歌を聴いていると、本当に映画のシーンを見ているようで、ひとりで感
慨に浸っておりました。本日は三国クラブの皆さんには、大変大がかりで記憶に残る企画をしてい
ただきありがとうございました。今後もロータリーの友情を大切にすると共に、参加された皆さん
の今後のご活躍を心より期待いたします。
長細い車両の中で、
手に手つないで♪

ニコニコ笑顔
到着の
三国湊駅にて
皆様
お疲れ様
でした

タイスタディツアー高校生向け説明会開催

青少年奉仕委員会

4/25 丸岡高校小会議室にて 第２回目の説明会、打合せ会を開催しました
丸岡高校生６名 浦先生当クラブから会長、幹事、東角委員長、水﨑会員の４名が出席
山下会長の挨拶の後、東角委員長が資料に基づき進行しました。
今回は現地での交流会における生徒達の具体的な発表内容の確
認を行いました。学校紹介、スライム作り、世界地図パズル、お
絵描きソフト使用、歌と踊り披露など内容が具体的になりまし
た。次回は５月中旬にその模擬演習を行うことで決まり説明会を
終えました。

委員会報告
◆出席報告◆

４月２１日（金）
◆寄付金の状況◆

出席委員会

例会日

会員数

出 席

届有欠

届無欠

4/21

３７

１７

１７

０

出席免除者

欠席

３

例会出席率

50.00%

【メーキャップ】 4/21～5/2 事務局受付分
4/30 地区研修・協議会 次年度理事９名
例会日

会員数

出 席

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ

欠席者

4/3

３７

２７

５

３

出席免除者

欠席

２

修正出席率

ニコニコ箱
ロータリー財団
米山記念奨学会

ニコニコ箱委員会
ロータリー基金委員会
累計
会費含む累計
909,000 円
1,929,000 円
546,400 円
503,000 円

91.43%

米山奨学生とカウンセラーオリエンテーション

青池米山奨学担当

4/23（日） 2650 地区にて オリエンテーションに参加してきました。
5/15（月） 例会時にワンさんが丸岡ＲＣ例会に初出席し挨拶をする予定です。よろしくお願いします。
２６５０地区 米山奨学生
新規 大学生 12 人 修士 21 人 博士 11 人
継続 7 人

刀根ガバナー挨拶

後列 左 青池米山ｶｳﾝｾﾗｰ
前列 左から 2 番目
ワン・りちんさん
米山奨学会 シンボルマーク

次年度地区研修・協議会
4/30（日） 2650 地区 2017-18 年度 地区研修・協議会 （国立京都国際会館にて）次年度役員
（地区から要請出席義務者）9 名参加しました。
8 時に丸岡支所をバスで出発
12 時～17 時 全体会議（一部） ⇒ 分科会 ⇒ 全体会議（二部）
丸岡ＲＣ出席者（分科会出席者）
会長：金会員
幹事：林田千之会員
クラブ管理運営：東角会員
奉仕プロジェクト：松井会員
青少年奉仕：竹内会員
ロータリー財団：杉本会員
米山奨学：青池会員
会員増強拡大：林田恒正会員
公共イメージ・広報：下村会員

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

