平成２９年６月２６日 発行

本日の例会

次回例会

平成２９年６月２６日（月）第 1899 回例会

平成２９年７月 ３日（月）第 1900 回例会

≪ 小松屋にて ≫
18：20 開会点鐘
ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ（奉仕の理想）斉唱
会長の時間「１年間を振り返って」
幹事報告・委員会報告
19：00 閉会点鐘
お疲れさん会

会長・幹事・理事役員

お知らせ
7/15(日) 福井ﾌﾞﾛｯｸ 米山奨学生集会及び懇親会
於：アオッサ
出席予定：水﨑ｶｳﾝｾﾗｰ 王丽琴さん
7/22(土) 次年度 国際奉仕セミナー
於：京都商工会議所

今後の予定
平成２９年７月１０日（月）第 1901 回例会
ロータリーの友（７月号）解説
米山奨学金授与

7/23(日) 次年度 第１回青少年奉仕担当者会議
於：メルパルク京都 出席予定：竹内委員長
7/29(土) 次年度 職業奉仕担当者研修会
於：メルパルク京都

平成２９年７月１７日（月）祝日の為 休会
平成２９年７月２４日（月）第 1902 回例会
新理事役員披露会

祝事
新年度活動計画発表①

於：小松屋

7/ 1（土） 第 11 回ﾛｰﾀﾘｰｶｯﾌﾟ学童軟式野球大会 開会式
7/ 2（日)
〃
閉会式
7/16（日） 第 42 回ｳｲﾝｸﾞｶｯﾌﾟｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会
開会式

7/30(日) 次年度 会員増強・公共イメージ向上セミナー
於：京都商工会議所
出席予定：林田恒正委員長 上屋敷委員長
8/5 (土) 次年度 地区財団セミナー
於：京都商工会議所
≪表敬訪問≫
7/7 (金) 三国 RC へ 7/25 (火) 山中 RC へ

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

先週は職業奉仕委員会主催の職場訪問ご苦労様でした。小林化工様の最新鋭の薬品製造工場を見せて頂きました
が、１００億円も投資したというだけあって非常に立派でした。また普通は横に流れる製造ラインが、この工場で
は材料が縦に流れ、生産途中でもラインが自由に変えられるなど、さすがに考えられていると感心した次第です。
林田千之委員長には企画から手配までご尽力いただきありがとうございました。
今日はうれしい話題を３つご紹介します。まず１つ目は奥村会員が過日県立病院を退院なされたそうで、来週に
は顔を出してくれるか楽しみにしています。２つ目は昨日のゴルフ同好会で川上会員が見事初優勝されました。お
めでとうございます。３つ目は、今日の福井新聞にも掲載されていますが、北会員が民生児童委員を２０年以上務
められたということで、厚生労働大臣より感謝状が贈られたということです。これも大変うれしいことです。次に
少し残念だったことです。全米ゴルフで松山英樹が惜しくも２位でした。加賀セントラルの理事長杯マッチプレー
で決勝戦に出た竹内伸一会員が惜しくも２位だったということです。決勝戦に出たということで健闘を讃えたいと
存じます。
さて、本日は定款、細則等の変更についてのクラブ協議会を実施します。ＲＩの規定審議委員会は３年に１度開
催されますが２０１６年は４月にシカゴのホテルで５日間缶詰め状態で行われ、なんと１８１件の立法案が審議さ
れ６１件が採択されたということです。その中で本日の資料にあるように、クラブの柔軟性を認めた大きな変更が
行われ、ＲＩの推奨定款が大幅に変更されたことを受けて、クラブ定款の変更に着手したという流れです。また、
添付資料の「クラブ奉仕の原点を求めて」から抜粋にあるように、クラブ定款や細則はＲＩを承認が必要だと誤解
されている方もいるようですが、クラブ定款はＲＩの定款細則に背馳しない限り、制定や改正はできるということ
と、細則はクラブの現況に合わせて毎年新しいものを制定する必要があると書かれています。私もこれまで規定審
議委員会にお願いしていましたが、本日草案を林田数一委員長より説明を受けていただき、是非年度を跨いででも
定款の変更と現況に合った細則を強く望んでいますのでご理解をお願いしたいと存じます。

幹 事 報 告

幹 事

来 簡
≪ガバナー事務所より≫
①ﾛｰﾀﾘｰ情報ハンドブック（改訂第２版）
事務局に１冊届きました。
≪他クラブより≫
≪その他≫

米山奨学金

授与

杉 本 政 昭

ビジター受付のみ 12：00～12：30
福井 RC
木 6/29
福井西 RC
金 6/30
福井あじさい RC 金 6/30 7/28 8/18,25
三国 RC
金 6/30
武生 RC
火 6/27
敦賀 RC
木 7/6

ロータリー基金委員会

今日は、この一ヶ月間でうれしいと感じたことを２点皆さんにご報告させていただきます。どうぞよろし
くお願い致します。
一つ目は先月２０日に鷹巣町で始めて日本の田植えを体験したことです。様々な国から来た２６人の留学
生と地元の方一緒に田植えをやって、私は友達と速度を競って、お婆ちゃんから「上手、上手、うまい」と
褒められました。地元の皆さんから、苗が倒れないように刺し方をよく聞いたりして、いろいろ交流ができ
ました。田んぼの真ん中に自分の持っている苗がなくなったら、周りの方に投げてもらい、みんなは泥しぶ
きを浴びながら笑顔で受け取り、すごく楽しかったです。田植えが終わった後、お婆ちゃんが徹夜して作ってくれた粽(ちまき)
を３年前に来日して、初めて食べました。中国の粽と見た目が似ていますが、日本の方が、作り方が難しそうです。形もよく、
おいしかったです。私たちが帰る際も、お婆ちゃんとお爺ちゃんはずっと見えなくなるところまで手を振り続けて、とても感
動しました。素晴らしい体験だったと思います。
二つ目は、6 月に入り、3 月から続いていた就職活動がやっと終わりました。自分が一番入りたい会社の内定
が決まり、とてもうれしいです。就職支援室の先生と研究室の仲間及びロータリーの皆様に感謝したいです。
先生と研究室のメンバーから、エントリーシートのチェックなどアドバイスいただきました。ロータリーの皆
さんに経済的に支援していただき、就職活動が順調に進められました。本当にありがとうございました。
これから、国際活動にもっと自分の力を入れ、そして研究を専念に続けたいと思います。
以上です、ありがとうございました。
青池会員が今月で退会するにあたり、
京都まで、カウンセラーとして
米山カウンセラーは、水﨑会員に変更
になりました。
米山奨学会より委嘱状授与です。

オリエンテーションに王さんを連れて
出席するなど、お疲れさまでした。
米山奨学会より感謝状授与です。

ロータリーの友（６月号）解説

金雑誌・広報・ＩＴ委員長

P３ RI 会長メッセージ 「手を差し伸べたいという思いから」
何か力になりたいという願望、人々のために活動したいという思いが、ロータリーの本質なのだと思
います。ロータリーでは、支援を必要とする人がいれば、手を差し伸べることができ、立ち去るよう
なことはありません。
「私はここにいるよ。できることなら何でもするよ」というのがロータリーです。
Ｐ７ 国境を超えアジアの人々のために
「カンボジアの小学校にソーラーパネルを設置」
「パンガアン島で水支援プロジェクト ３クラブが共同で実施」
P１６ ロータリー財団１００周年を祝う
「１００年以上続く企業から永続性を学ぶ」
長く発展を続けている永続企業について、日本および世界で調べた結果、１００年以上発展を続けている企業のほとんどが、い
わゆるファミリービジネスでした。ファミリービジネスはもろさも抱えていますが、今世界的に見直されています。
「YTT でフィリピンの医療向上を支援」
「地区補助金で YTT 受け入れ―水、ゴミ処理研修事業」
「世界に羽ばたけ青少年・英語で遊ぼう」
Ｐ２５ １０年後のロータリーは
皆さまが１０年後「入会してよかった」と思えるかどうかは、それは皆さま自身が、これからロータリーとどのように関わって
いくかにかかっていると思います。年度が新しくなり、後輩会員を迎える方も多いと思います。入会したころの戸惑いや疑問を
思い出し、後輩の面倒を見てあげてください。
P４１ 第１４回 韓日親善会議へのお誘い
２０１７年９月２３日（土）１：００ｐｍ～ グランドハイアットソウル
登録料 １万６千円 （晩餐会を含む）
P４７ ロータリーの徽章
P④ 地球温暖化防止の切り札
P⑬ 友愛の広場

クラブ協議会

林田數一規定審議委員長より
定款・細則の変更点を説明
改定前と改定後を並べた資料に
基づき、一点ずつ読み上げました。

山下会長より
「経理規定について別途定める」とありますので、そ
れは、
「定め」ないといけません。
ニコニコの使い方、会計の仕方を明記して決めていか
ねばならないと考えます。

委員会報告

６月１９日（月）

◆ロータリー財団◆
寄付者
８名
釣部 北 金 山下 倉本 杉本 川上 竹澤
◆米山奨学会◆
寄付者 １０名
釣部 北 金 山下 倉本 倉田 杉本 竹内
川上 竹澤
◆ニコニコ箱◆
寄付者 １４名
山下会長 林田數一規定審議委員会委員長
今日はよろしく。
杉本幹事 本日、クラブ協議会です。委員長林田數一様
よろしくお願い致します。
中島
山下会長 杉本幹事 一年間御苦労様でした。
釣部
暑くなりましたので体調に気を付けて下さい。
前川重雄 たくさんのニコニコありがとうございました。
一年間の目標をクリアすることが出来ました。
ありがとうございました。
林田數一 定款細則の草案ができましたので、皆様に
お諮り致します。
金
今年度最終の「友」紹介です。
よろしくお願いします。
倉本
王さん 明るく元気で頑張って下さい。
山下杉本年度ももう少しですね。
倉田
金雑誌広報ＩＴ委員長 ロータリーの友解説
有難うございます。

◆出席報告◆

出席委員会

例会日

会員数

出 席

届有欠

届無欠

6/19

３７

２４

９

１

出席免除者

欠席

３

例会出席率

70.59%

【メーキャップ】 6/19～23 事務局受付分
6/19 福井東RC 倉田 6/26分
6/17 地区青少年奉仕委員会 林田數 6/26分
例会日

会員数

出 席

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ

欠席者

6/12

３７

２４

１

１０

◆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
竹内
三寺
川上

欠席

２

修正出席率

71.43%

ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会
6 月 12 日
累計
会費含む累計
18,000 円
1,032,000 円
2,127,000 円
10,000 円
611,400 円
18,000 円
579,000 円

申し訳ございませんが、本日早退させていただきます。
金会員 ロータリーの友解説よろしくお願いします。
王さんがんばって下さい。
私事ですが、昨日ゴルフコンペで優勝しました。
みなさんありがとうございました。
ハンディは秘密ですが、
、
、
、
金会員 ロータリーの友解説よろしくお願いします。
金会員 ロータリーの友解説宜しくお願いします。

竹澤
西出

『丸岡城天守を国宝へ』 応援しましょう！

出席免除者

⑨

丸岡地名の由来～継体天皇と丸岡～
男大迹皇子（
「おほどおうじ」後の継体天皇）が、坂中井（
「さかなかい」坂井郡）の麻留古乎加（
「まるこのか」現在の丸岡の
地）に住んで居られた時、そのお后の倭媛との間に２男２女がおられた。第２皇子が椀子（まねこ）皇子といい、皇子の御胎
衣を丸岡城の乎加の南に埋めた所と言い伝えられている。いつしか、この地名の、麻留⇒丸、乎加⇒丘陵の岡、つまり、丸い
岡のある地、現在の丸岡の地名になった。また、この皇子の名前から「まるおか」となったという説があります。
継体天皇
「＝男大迹皇子（おほどのおうじ）
」
西暦507年から531年の24年間在位。
第 26 代継体天皇として、即位されま
した。継体天皇は聖徳太子の曾祖父に
当たります。
福井平野、坂井平野の治水事業に功績
し、54 歳で継体天皇となられました。
←福井市足羽山の継体天皇石像

振媛（継体天皇の母）
西暦 450 年頃、応神天皇の血をひく、近江の
国（滋賀県）高島宮の「彦主人王」に嫁いだ
のが、高向郷高田地区（現在の丸岡町高田）
の振媛です。皇子の誕生後、夫が亡くなり、
郷土の高田に戻って、皇子を養育しました。
振媛一族の石棺
現在、丸岡城公園に保管され
ている石棺で振媛一族の石棺
と言われています。丸岡町牛
ヶ島地区の白山神社から出土
したとされています。

男大迹皇子の治水事業を讃えるために、現在、福井市内の足羽山に
は継体天皇石像が建っている。九頭龍川の恵みによって発展した
福井平野、坂井平野は先人たちの多くの苦労の跡を感ぜずには
いられない。西方の三国方面をじっと見つめる石像は約１世紀、私たちの生活を見守っています。
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

