
 

 

  

平成２９年７月１０日 発行 

平成２９年７月１０日（月）第 1901回例会 

19：00  開会点鐘 

     ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ（奉仕の理想）斉唱 

会長挨拶 

ＩＭ案内 福井北 RCより 

井澤
いざわ

 茂
しげる

 幹事 
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てる

治
じ
 IM副実行委員長 

米山奨学金授与 王丽琴さん 

幹事報告・委員会報告 

ロータリーの友（７月号）解説 

前川徹 雑誌広報ＩＴ委員 

20：00  閉会点鐘 

 

 

本日の例会  次回の例会  

平成２９年７月２４日（月）第 1902回例会 
新理事役員披露会   於：小松屋 

  18:45 受付開始 

  19:00  例会点鐘 

  19:20  宴会開始 

  20:45 閉会 

平成２９年７月３１日（月）第 1903回例会 
新年度活動計画発表②  

理事役員（四大奉仕委員会） 

平成２９年８月 ７日（月）第 1904回例会 
祝事・会員卓話 水﨑亮博会員 『 （演題未定） 』 

平成２９年８月１４日（月）お盆の為 休会 

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 
 場所：トリムパークかなづグラウンド 
 9:00～開会式 

 
 

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)国際奉仕セミナー 
     於：京都商工会議所  
     出席予定：東角委員長 

7/23(日)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)職業奉仕担当者研修会 
於：メルパルク京都 
出席予定：松井委員長 

7/30(日)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) 地区財団セミナー 
於：京都商工会議所 
出席予定：杉本委員長 
 

≪表敬訪問≫  
7/25 (火) 山中 RCへ 金会長・林田千之幹事 
7/31（月） 三国 RC 山中 RC 各会長幹事 来訪 

 

平成２９年７月１７日（月） 

祝日の為 休会 
 

地区研修等お知らせ  

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

今後の予定  



 

  

日  時 内  容 

8/7（月） 祝事 会員卓話：水﨑会員 演題未定 

8/14（月） お盆にて休会 

8/21（月） 
ロータリーの友（8月号）解説 上屋敷会員  

米山奨学生（王丽琴さん）奨学金授与 

8/28（月） 高校生の為の就職模擬面接会（午前中） 

会長挨拶 ７月３日例会時            会 長  金 定基  

 ついに新年度に入りました。一年間よろしくお願いいたします。 

ロータリーの任期は一年間ですから、私たちの使命は、最低限先輩方が築き上げてきたこの丸岡 RC

を、先ずは損なう事無く次年度に引き継ぐ事。さらには少しでも成長させてお渡しすることだと思い

ます。その為に年度初めに、皆様の念頭に置いていただきたい事が２つあります。 

一つは「新旧会員が交じり合って、議論する・話しする機会を増やすこと。」 

次に「会員全員が、自分こそ丸岡 RCの主人公であると言う自覚を新たにする。」という事です。 

私の所信は後程お話しさせていただきます。 

一昨日は、少年野球大会の開会式に早朝よりごくろうさまでした。あいにく雨のため試合は中止となりましたが、

少年・少女の溌溂として、また、礼儀正しい姿を見て、心から応援したくなりました。今週土曜日に閉会式がある

とのことですから、なるべく参加してあげたいものです。 

今日は大変蒸し暑い日でした。こういう日には水分の補給に留意してください。起床後一番の尿は濃い色が付い

ていますが、日中に濃い尿が出たなら「水が足りない。」と判断してください。摂水不足は腎臓に負担をかけるこ

とになります。用心してください。 

 

幹事報告                   幹 事  林田 千之  

来 簡 
≪ガバナー事務所より≫ 

①2018-19年度 青少年交換学生募集について 
②2017-18年度ガバナー賞募集の案内 
③【米山奨学会】2017年度上期普通寄付金のお願い 
④【米山奨学会】感謝状・特別寄付金明細書 

第 16回ﾒｼﾞｬｰﾄﾞﾅｰ 下田会員 第 3回ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ 竹内会員 
第 15回米山功労クラブ 丸岡 RC 

⑤ラックニュース 第１号 
≪その他≫ 
①福井県工業学科チャレンジロボコンの協賛金について 

福井県高文連工業部会 8/26（土）11：00～ 
≪その他≫ 

 

ビジター受付のみ 12：00～12：30 

福井あじさい RC 金 7/28 8/18,25 

福井北 RC 水 7/12,26 

福井南 RC 火 8/22 

敦賀西 RC 木 7/20 

若狭 RC 火 7/25 8/8 9/26 

 

第２回 理事会 議事録              ７月３日（月）  

【協議事項】    

①８月例会プログラムについて【東角クラブ管理運営理事】 

全会一致で承認 

②8/28高校生就職模擬面接会について【松井社会奉仕委員長】 

全会一致で承認                     

③8/26チャレンジロボコンについて【松井社会奉仕委員長】 

林田恒：寄付金 50,000円は、委員会の予算の中ですね。 

松井：そうです。 

④8/26坂井市仕事体験ｲﾍﾞﾝﾄ協賛について【道木社会奉仕委員長】 

東角：ペットボトルにロータリーのシールを貼るのはどうか？ 

林田恒：ロータリーとしてブースを出してはどうか？ 

林田數：お金を出すだけでは楽しみがない。 

全員：もう一度役所でよく聞いて来て欲しい。 

⑤2017-18予算について【林田恒会計】    承認 

東角：奉仕委員会の旅費は、委員会で負担か？ 

林田恒：そうです。  

山下：細則第 11 条第 2 節にｸﾗﾌﾞ運営用と奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ用の口

座に分けて預金とあるが、剰余金は分けなくてよいか？ 

 東角：年度内は別にするが、繰り越すときはまとめてでよい。 

    （林田數同意見） 

 林田恒・東角：定款細則の承認を臨時総会に諮るのはいつ？ 

 会長：規定審議委員会で林田數委員長、検討して下さい。 

    至急提案して下さい。次回理事会で採決します。 

 

 
＜考察＞今回の定款細則の改定の採決は、従来の定款細則で、決定していきますので、理事会の決議で決まりま

す。その後は、新・定款細則で進めます。今回は、6/19 の例会でクラブ協議会で 30 分かけて丁寧に説明されて

います。その後会員からの質問等はありませんでした。 

 

⑥希望の風奨学金について【林田千幹事】 

東角：基金から出してはどうか？ 

（林田數同意見） 

山下：集金しても良いのではないか？ 

林田恒：繰越をみてから後期に考えましょう。 

会長：もう一度検討してください。 

⑦山岸会員出席免除を承認 

 

８月プログラム 

≪他クラブより≫ 

①第 157回福井県 RC 現新会長幹事会議事録 

ホストクラブ 大野 RC 

 

≪その他≫ 

 



 

  

新年度方針発表                    ７月３日（月） 

私は、丸岡ＲＣのスローガンを、「一人ひとりが個性と能力を伸び伸びと発揮しよう」としました。 
新旧の会員がそれぞれの個性と能力を、伸び伸びと縦横に発揮し、それらをまとめて未来に向かおうと
の思いを込めました。 
丸岡ロータリークラブは創立４０周年を迎え、世代の交代と会員減少の大きな波の中にあります。しか
し幸いにも会員諸氏の努力にて、ここ数年新しい仲間も増え、クラブの１/３は入会３年未満の新会員が
占めるようになっています。それに伴い、若々しく明るい雰囲気に覆われた事は喜ばしいことだと思い
ます。これからはその若い力と個性が、既存のクラブと一体化しさらにそれを引き上げ、自由に伸び伸 

びと発揮されるようなクラブ造りが重要な課題であると思います。変革が求められていると思うのです。しかし、同時
に決して譲られぬロータリーの根幹を学ぶ、即ち、利他的考え方と高い道徳性を追求し、職業を通じて社会のために貢
献してゆくと云う精神を学び、実践してゆくことが先ず根底になければなりません。ロータリーは様々な分野で活躍し、
それぞれの分野でトップクラスの多彩な能力・ノウハウ・人脈等を持った人々の集まりであります。従って皆が伸び伸
びと自らの能力・個性を発揮し、それらが有効に組み合わされれば、他の組織には決してまねのできないことが成し遂
げられるはずであります。その為に、柔軟な発想から自由にアイディアを出し合い、充分討議し、決まれば皆が気持ち
を一つにして協力するという雰囲気を、作り出して行かなければなりません。当クラブでは新しい会員が約３分の１を
占めています。この大きな力を持つグループに対し、ロータリーについてのオリエンテーションに力点を置きつつ、既
存のグループと一体化してゆく努力が求められています。その為に、様々なテーマを決め、新旧会員が一緒に車座にな
り大いに・自由に討論しあう、炉辺会談形式が良いと思います。話し・聞いて・学び、新旧の壁を取り払い、一丸とな
るムードを作って行かなければなりません。情報委員会はこの点を考慮され、企画を立てていただければ幸いです。 
国際奉仕・青少年奉仕両委員会によるタイへの国際事業、この素晴らしい事業の成功と、さらに発展的に継続させて

ゆく為に力を合わせましょう。 
また、会員増強に努める事は勿論です。女性会員も視野の中心におき、継続して新入会員の発掘・獲得に力を入れて

ゆきたいと思います。同時に、新入会員のオリエンテーションも忘れず配慮し、退会防止に努めて行きたいと考えます。
例会後、毎回でなくともよいですが、新入会員を集めて、自由討論・問題提起・悩み相談などの名目で会を持つと云う
のはどうでしょう。お茶でもお酒でも飲みながら、勿論そこには古参会員もどんどん顔を出す、自由で楽しいサークル
的ムードの会です。いかがでしょうか、会員増強委員会・親睦委員会の企画を期待します。 

様々な奉仕活動や親睦活動に、会員夫人をできるだけ巻き込んでゆく試みも必要な事だと思います。そうすれば個々
の活動に厚みと広がりが得られ、対外的にも好ましい形となるのではないかと考えます。 

既存の奉仕活動に囚われることなく、柔軟な発想からの新企画を出しましょう。  

最後に、今年度は創立４０周年を迎えます。この記念事業も東角実行委員長を中心に、気持ちと力を合わせ、臨んで
ゆきましょう。皆さまのご協力をお願い申し上げます。 【金定基会長】 

 
幹事として、皆さんのご意見を聞きながら、クラブ活動が、スムーズに運べる様に致します。よろしくお
願い致します。 【林田千之幹事】 

 
副会長・クラブ管理運営理事として、クラブ活動を支える大役ですが、先輩方のご意見を
参考にしっかり務めます。よろしくお願い致します。 

プログラム委員会は、倉田委員長を中心として会員の親睦と資質向上に貢献するプログ 

ラム構成として、計画しております。新会員ながら親睦委員長を務めてもらう竹澤会員率いる親睦活
動委員会では、年代格差によるコミュニケーション不足が生じないように楽しい例会や活動を企画 

して頂く予定です。例会座席を島形式としたり、食事例会を設けるなど、工夫していきます。水﨑委員長の出席委員
会では、出席の履歴を見える化しようと、会員各自が、出席のシールを貼る表を作成し、出席率のアップを目指しま
す。林田數一委員長には、昨年に引き続き規定審議委員長をお願いをし、今年度は、事務規定の見直しに取り掛かっ
ていただきます。北委員長のニコニコ箱委員会では、奉仕活動に使われる皆様からの寄付金を出来るだけ多く集める
よう頑張っていただきます。倉本ソング委員長率いるソング委員会ですが、メンバーが決まってきているので、増や
していくようにしていき、また、ソングを会員が暗記できるよう呼びかけていきます。 【東角操クラブ運営理事】 
今年度国際奉仕の委員長もお引き受けいたしました。３点あります。①グローバル補助金事業は、昨年度来ＲＩに

申請を行っている最中です。ＲＩより申請書についての修正等ありますが、しっかり申請をしていきます。②過去 2

回行ったｽﾀﾃﾞｨﾂｱｰの参加者による OB 会を結成し、母校や広く地域社会で、国際協力活動への理解と促進を図る活動
を行い、それが、発展してローターアクトに繋がっていくように、竹内青少年委員会と協力していきたいと思ってお
ります。③地区補助金を申請し、タイのスラム街の自衛消防団の団員を日本に招聘し自治防災の実地訓練及び消防署
での訓練・研修を受けてもらう事業を行います。期間は 1 週間、会員宅にホームステイを考えております。男性２名
を予定しています。どうぞご協力よろしくお願いします。 【東角操国際奉仕委員長】  

 
例会は和やかで、秩序正しくまた会員間の交流が限られた時間内に図られるように進行します。 

委員会報告が終わって、７時半までに、時間があった時には、休憩タイムを設けますので、ご理解よ
ろしくお願い致します。 【林田數一ＳＡＡ幹事】 

 

今年度より、クラブ広報⇒公共イメージ委員会に名称が変更になりました。よろしく
お願い致します。以下３点を重点にして活動して参ります。 

①地方メディア・ＨＰを通して、ロータリーの公共イメージの向上を図る。②「ロータリーの友」の
解説を卓話の時間として３０分かけて行います。理解を深めます。③「わかりやすい会報」の作成に
こころがけ、新会員のスキルアップにつなげていきます。上屋敷委員長・瀬野委員長と若手の会員の
力を存分に発揮していただいて、１年間頑張っていきます。  【下村晴夫公共イメージ理事】 

 



丸岡ロータリークラブ 
会員数：３５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 
公共イメージ委員会 委員長―下村晴夫 会報委員会 委員長―瀬野友伸 副委員長―笹埜 博 

委 員―倉田教信 竹内伸一 前川 徹 

川上純幸 

 

委員会報告                      ７月３日（月）  

◆ロータリー財団◆   寄付者 １６名 
釣部 林田千之 林田數一 下田 金 林田恒正 

山下 下村 倉本 倉田 水﨑 杉本 三寺 

松井 笹埜 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者 １５名 
釣部 林田千之 林田數一 下田 金 林田恒正 

山下 下村 倉本 倉田  杉本 三寺 

松井 笹埜 竹澤 

 ◆ニコニコ箱◆      寄付者 ２５名 
金会長  1 年間よろしくお願いします。 

林田幹事 1 年間よろしくお願いします。 

中島   金会長林田幹事 1 年間よろしく。 

南    金会長林田幹事及び役員の皆様一年間ご苦労様です。 

釣部   金会長林田幹事本年度ご苦労様です。 

山岸   金会長・林田幹事・理事役員の皆様一年間よろしく。 

小見山  金丸の船出を祝し、1 年後の無事の着岸を願い、他の理

事役員の皆様一年間御苦労様です。職業分類・会員選考

委員会どうぞよろしく。家内の○才を祝して。 

林田數一 金丸の船出を祝し。本年度ＳＡＡです。よろしく。 

北    金年度のスタートです。一年間よろしくお願いします。 

下田   金・林田丸の出航を祝って。 

奥村   誕生日を自祝して。私は、やっぱり夏子です。体重が 2

キロ増したら、出席します。 

林田恒正 金会長・林田千之幹事年度スタート！よろしくお願いし
ます。 

山下   一年間お世話になりました。金会長・林田幹事 1 年間が

んばってください。 

東角   1 年間宜しくご指導下さい。 

下村   金会長・林田千之幹事一年間よろしくお願いします。 

倉本   新金会長・林田千之幹事本日より 1 年間体に気を付け
て、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 

7/3 ３５ ２７ ４ ３ １ 79.41% 

【メーキャップ】 7/3～7 事務局受付分  

7/7  三国RC  金・林田千之  

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 

6/26 ３７ ３１ ２ ３ １ 91.67% 

 

 
◆寄付金の状況 ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 7月 3日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 40,000円 40,000円 40,000円 

ロータリー財団 37,000円 37,000円 

米山記念奨学会 41,000円 41,000円 

 
倉田  金会長・林田千之幹事 1 年間お世話になります。健康第一です。申し

訳ありませんが、本日仕事の都合により早退させていただきます。 

水﨑  金年度のスタートです。個性と能力を発揮して伸び伸びと活力あるク
ラブにしましょう。 

柿木  金会長・林田千之幹事 1 年間よろしくお願いします。 

杉本  金会長・林田幹事 1 年間よろしくお願いします。 

三寺  金会長おめでとうございます。私、金先生の為に生まれたのでは？ 

松井  金会長・林田千之幹事本年度よろしくお願いします。 

上屋敷 会長・幹事 1 年間よろしくお願いいたします。 

笹埜  新年度金会長よろしくお願いします。 

竹澤  親睦委員長として初めての例会。よろしくお願いします。 

バッチ交換  新旧会長・幹事              ７月３日（月）  

               ７月６日（水）  開催  

７月度祝事 
会 員 誕 生 日 

7/4  奥村会員 74 

7/31 金 会員 64 

 

会 員 夫 人 誕 生 日 

7/18   小見山会員夫人 民恵様 

7/25  瀬野会員夫人  早苗様 

 

今年度の記念品は 

お名前＆ロータリーマーク入り風呂敷です。 

 

ご夫人へ ささやかですが、 

ロールケーキのプレゼントです(*^_^*) 

 


