
 

 

  

平成２９年７月２４日 発行 

平成２９年７月２４日（月）第 1902回例会 

19：00  開会点鐘 
ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞそれでこそロータリー 斉唱 
会長挨拶 
表  彰 ロータリー財団 ポールハリスフェロー 
     Pin +1  水﨑亮博会員 
     Pin +2  倉本正一郎会員 
幹事報告 
≪ガバナー事務所より≫ 

①第１回社会奉仕委員長会議開催案内 
②前年度 希望の風奨学金御礼 

≪他クラブ≫ 

①会報 福井ＲＣ 
≪その他≫ 

  ①第４９回丸岡古城まつり協賛金のお願い 
  ②ウイングカップソフトボール大会御礼 
委員会報告 
  ①地区行事出席報告  
   7/15（土）米山奨学生集会・懇親会 
   7/22（土）国際奉仕セミナー 
   7/23（日）青少年奉仕担当者会議 
  ②各委員会より 
   8/28 職業奉仕委員会 就職模擬面接会 
  ③例会出席報告 
  ④ニコニコ箱・ﾛｰﾀﾘｰ基金本日の寄付報告 

19：20  閉会点鐘 

『新理事役員披露会』 
宴会開始 
会長挨拶   金 定基 会長  
新役員紹介   金 定基 会長  
乾杯     山下健治 直前会長  

     閉会のことば 東角 操 副会長 
「手に手  つないで」倉本  正一郎

  

        

 

 

本日の例会  

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 
 『有馬家３代とキリシタン』 

平成２９年８月１４日（月）お盆の為 休会 

平成２９年８月２１日（月）第 1905回例会 
ロータリーの友（８月号）解説 

上屋敷雑誌・広報・ＩＴ委員長 
米山奨学金８月分授与  王丽琴さん 
場所変更：のうねコミュニティセンター 

平成２９年８月２８日（月）第 1906回例会 
就職模擬面接会 
8：00 ～ 8：30 集 合 

   面接時の注意事項・会場準備 
9：00 ～ 11：45 模擬面接 
12：15 ～ 12：40 食 事（会議室にて） 
12：45 ～ 13：00 例 会（会議室にて） 
場所変更：福井県立坂井高等学校 

 

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） 

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  

次回の例会  

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 RC 木 8/24 9/24 

福井北 RC 水 7/12,26 

福井南 RC 火 8/8,22,29  9/12 

若狭 RC 火 7/25 8/8 9/26 

 



 

  

金 定基 会長挨拶                             ７月１０日（月） 

 九州北部の未曽有の大雨による被害が甚大なものになっており、雨はまだ降り続く可能性があると

のことです。まことに胸痛む思いがしますが、これ以上被害が出ないように、また、1 日でも早く復

興することを祈りたいと思います。 

先週の日曜日に続き、一昨日もまことに熱い中、学童軟式野球大会の閉会式への参加、ご苦労様で

した。来年もよろしくお願いいたします。 

さて今日は、萩本欽一さんが、「青春と読書」と言う雑誌に投稿した『「言葉」を武器に人生の逆境を乗り越える』

というエッセイをご紹介いたします。 

『人生は、人と人との付き合いで成り立っています。そう考えると、「言葉」がすごく大切だとわかります。実際

言葉ひとつで人との関係が変わり、人生も変化するのです。（中略）「いい言葉を選ぶコツ」はとても簡単です。「得

するより損をする言葉を選ぶ」ことです。これだけで「きれいな言葉を使える人」になれるし、「運のいい人生」

が開けます。（中略）僕の経験から言うと、得より損を選ぶと 10倍良いことがやってきます。でもこれは簡単なよ

うで実は難しいのです。「損を取った方が、結局得なのだな。」という下心が少しでもあると、その言葉は汚れてし

まうので、途端に運の神様から見放されてしまいます。テレビを見ていても、相手を徹底的に叩こうとしたり、自

分を有利にするために発している言葉が目立ちます。こんな社会で、本当に損を選ぼうと思ったら、相当な覚悟で

相手のことを思いやる気持ちが必要だと思います。』 

表現は違いますが、欽ちゃんは自分の体験の中から「利他的精神」が、得する源であることを会得したんだと思

いました。まさにロータリーの精神に通ずるところではないでしょうか。 

 

 

【米山奨学会】感謝状授与 

第 16 回ﾒｼﾞｬｰﾄﾞﾅｰ （累計額１６０万） 下田会員  

第 3 回ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ（累計額 ３０万）    竹内会員 

第 15 回米山功労クラブ         丸岡 RC 

表 彰                      ７月1０日（月）  

米山奨学金  授与（王 丽琴さん）         ７月1０日（月）  

 
皆さん、こんばんは。 

最近の 2 週間はリラックスして過ごすことができました。なぜなら、前回の例会の直後、研究につ

いてのゼミが順調に行ったからです。研究で使われた理論に関する説明は、先生から復習しすぎと

言われました。復習し過ぎとの意味はよく分からないので、褒められたこととして、今後も頑張り

ます。 

また、先週の日曜日に、日本語能力試験の N１を受けました。2 回目の受験でした。去年は 96 点でしたが、残

念、合格の 100 点より 4 点足りなかったです。日本語の勉強といえば、やはり、言語環境と実際応用のほうが大切

だと思います。日本に来る前、中国で丸 2 ヶ月間の日本語コースを受けて、毎日朝 7 時から夜 9 時まで勉強続けま

したが、研究室の皆と言葉しか喋れなかったレベルでした。日本に来てから、毎日勉強するわけではなくても、周

りの人から日本語を聞くし、自分も日本語で交流するししているという言語環境が存在のため、少しずつ上手にな

りました。その上、ドラマとアニメを見ることが役立ちました。私は、「天皇の料理人」や「あまちゃん」と「ONE 

PIECE」がとても好きです。日本語の勉強は面白く、達成感ある過程だと思います。もっとうまく話せるように頑

張ります。以上です。ありがとうございました。 

 



 

  

卓話                      ７月１０日（月）  

①今年度の新たなる『友』編集目標（3P）に沿って説明。 

②RI 会長メッセージ（7Ｐ） 

・ロータリーは世界中に変化をもたらし、私たち一人一人に変化をもたらす。 

・持続可能な奉仕。井戸を掘って、そのまま立ち去ったりはしない。井戸を維持し、修繕

できるようにする。丸岡ロータリーではタイに消防車を送ったが、その後のフォローも

実施している。 

③ライズリー会長の経緯（11P〜） 

・顧客からの卓話依頼をきっかけに、妻のジュリエットさんに相談した結果、1978 年サンドリンガムＲＣの創立会

員となる。 

・かつて国際ロータリーが女性会員の入会を認めない判断を下した際、退会を考えたが、クラブ会長に退会するよ

りも女性の入会を求める活動をした方が良いと言われた。定款が変更され、サンドリンガムＲＣは女性会員を入

会させたが、妻のジュリエットさんは 1995 年ハンプトンＲＣの創立会長となった。 

・ライズリー氏、1999-2000 年度 第 9810 地区のガバナー。ジュリエット氏、2011-12 年度ガバナー。 

・ライズリー氏がガバナーであった時、レーシングカーに乗ってステージに登場した。組織にとって楽しさは不可

欠な要素である。 

・ロータリーは若い会員を増やすための努力が必要であり、時間を無駄にせずに参加できるようにする必要がある。

柔軟性が非常に大切である。 

・外部の人々とのコミュニケーションが必要。その努力に見合った評価を受けない可能性を危惧。活動成果の数値

化はその一つの方法になる。 

・「ロータリー：変化をもたらす」 奉仕を通じて人びとの人生に

変化をもたらせる。 

④「NEW GENERATION」(P45) 

ロータリーに関係した若者の現在の姿。周りの若い人の紹介。 

⑤「私の一冊」（P75） 

・成人とは、大人となることと、人と成るの二つの意味。時務学と人間学を学ばなければならず、そうでないこと

を「本末転倒」と言う。 

・乳がんを患った千恵さんが、５歳のはなちゃん

と交わした約束は、毎朝、自分でみそ汁を作る

こと。食べることは生きること。 

⑥ご投稿をお待ちしていいます。（57P） 

⑦クラブを訪ねて(P84～) 

・熊本地震の震源地にある熊本りんどうロータ

リークラブ。 

・被災後、一週間ぐらいから不平、不満、諍いが見えだした。気持ちを一つにしようと鉢巻や T シャツを配布。 

・コンビニ弁当等はお年寄りは食べられないと、温かいみそ汁を提供した。 

⑧減塩と健康寿命 

・個人で行える減塩法の一つにみそ汁は具だくさんに。 

★3 箇所もみそ汁を題材にした話が掲載されていた。みそ汁が隠れたテーマだった。 

＜会員感想＞ 

要点を的確につかんでおり、大変分かり易かったです。ＲＩ会長の言葉にはロータリー活動のヒントがある気が

しました。意味を実感できるようにがんばろうと思いました。             （文責 瀬野友伸） 

 

 

『ロータリーの友（７月号） 解説』   前川 徹 雑誌広報ＩＴ委員 

 

 



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１０日（月）  

◆ロータリー財団◆   寄付者 １１名 
林田千之 前川重雄 北 下田 金 林田恒正 

東角 倉本 松井 竹澤 西出 

◆米山奨学会◆     寄付者  ９名 
林田千之 前川重雄 北 下田 金 林田恒正 

倉本 松井 笹埜 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 １５名 

お客様 福井北ＲＣ 井澤幹事様 

森ＩＭ副実行委員長様 

本日は、ＩＭのＰＲに貴重なお時間を頂 

きありがとうございます。10/28 には、 

皆様全員のご参加を心よりお待ち申し 

上げます。 

 

金会長  福井北ＲＣの井澤様、森様ようこそおい 

     で下さいました。また、三国ＲＣ木戸様 

連続のお越し、歓迎致します。 

林田幹事 井澤さん、森さん、ご苦労様です。 

小見山  福井北ＲＣ井澤幹事 森ＩＭ副実行委 

員長ＩＭご苦労様です。楽しみにして 

おります。 

前川重雄 金会長、林田幹事、理事役員の皆さん 

一年間ご苦労様です。 

下田   福井北ＲＣの井澤さん、森さんようこそ

前川徹さん「ロータリーの友」解説御苦 

労様です。 

林田恒正 今年は、会員増強委員長をおおせつかい

ました。会員増強に御協力を！ 

下村   前川徹会員 ロータリーの友解説ご苦

労様です。 

倉本   福井北ロータリーの井澤様森様 

本日は、ご苦労様です。 

◆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 

7/10 ３５ ２４ ７ １ ３ 75.00% 

【メーキャップ】 7/10～21 事務局受付分  

7/12 福井北RC 倉田 7/24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 

7/3 ３５ ２７ ０ ６ １ 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 

 7月 10日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 23,000円 63,000円 63,000円 

ロータリー財団 14,000円 51,000円 

米山記念奨学会 12,000円 53,000円 

 

ＩＭについて                   ７月１０日（月） 

               ７月６日（水）  開催  

倉田   前川徹会員 ロータリーの友解説よろしく 

お願いします。 

水﨑   暑くなってきました。健康管理第一です。 

冷房が効きすぎるのも健康に良くないですネ。 

竹内   先日のロータリーカップ野球大会にご参加い 

ただきありがとうございました。 

ウイングカップソフトボール大会もよろしく 

お願いします。 

松井   ロータリーの友解説 前川徹会員よろしく 

     お願いします。 

竹澤   福井北ロータリー森様、井澤様本日は、ご苦労 

     様です。前川徹さん友解説よろしくお願いしま 

す。兄が福井税務署の署長になりました！ 

西出   友解説 前川徹会員宜しくお願い致します。 

暑い日が続きますが、皆さん、熱中症に気を 

付けましょう。 

１０/２８（土） 

13：00～18：45 

 

会 場：アオッサ 

    ８階県民ホール 

 

懇親会：ユアーズホテル 

 

本年度ＩＭ５組 

ホストクラブ 

福井北ＲＣ 

井澤幹事様 

森副実行委員長様 

 


