
 

 

  

平成２９年７月３１日 発行 

平成２９年７月３１日（月）第 1903回例会 

19：00  開会点鐘 
ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ我等の生業 斉唱 

来賓紹介 山中ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 会長 辻
つじ

 等
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 様 

(表敬訪問)        幹事 新家
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尚子
な お こ
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                        SAA  中林
なかばやし

宏幸
ひろゆき

様 

     三国ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 会長 南
みなみ

 雅義
まさよし

様 

             幹事 山本
やまもと

信
しん

次
じ
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会長挨拶 金 定基 会長 
幹事報告 
≪ガバナー事務所より≫ 

①九州北部豪雨災害 復興支援決定の報告 
②第１６回ロータリー全国囲碁大会の案内 
③地区補助金の交付について 

タイ国ﾊﾞﾝｺｸのｽﾗﾑ街の消防防災支援事業 
交付予定金額 4,091ドル（約４５万円） 

  ④2016-17年度職業奉仕講演会 記録記念誌 
  ⑤研修会のご案内 RLIパートⅡ 
  ⑥2017年 8月のロータリーレートのお知らせ 
    １＄＝１１１円 
  ⑦ＲＩ人頭分担金請求書 

 １人＝31.5USD×35人  1,102.50 USD 
委員会報告 
  ①地区行事出席報告  
   7/29（土）職業奉仕担当者会議 松井委員長 
   7/30（日）会員増強・公共イメージ向上ｾﾐﾅｰ 
        三寺副委員長 上屋敷委員長 
  ②各委員会より 
   8/28 就職模擬面接会  職業奉仕委員会 
  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 
クラブフォーラム 
  新年度活動計画発表② 理事役員 
20：00  閉会点鐘 
      

  

        

 

 

本日の例会  

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』 

 

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 8/18,25 

福井 RC 木 8/24 9/24 

福井西 RC 金 8/25 9/8 

福井南 RC 火 8/8,22,29  9/12 

敦賀西 RC 木 8/10,17 

若狭 RC 火 8/8 9/26 

 
ビジター受付のみ 18：00～18：30 

福井水仙 RC 木 8/24 9/28 

 



 

  

金 定基 会長挨拶                             ７月２４日（月） 

 梅雨明け前だというのに、異常に暑い日が続いています。体調管理はうまくいっていますでしょ

うか。 

先日、「日中の尿の色が濃ければ、また、尿量が少なければ、さらに水が少ないと判断し、水分を補

給しなければならない。」というお話をいたしましたが、本日は水分補給の追加のお話をします。 

「小刻みに水分を補給する。」といいますが、その「小刻み」の理由はと言うと、冷たい水を３００

～４００ｍｌ程度一気に飲みますと、胃の周りの温度が一時的に急激に下がります。つまり深部体温が下がるわけ

で、全身倦怠感等の症状とともに、胃から上部小腸の機能が落ちてしまいます。まさに「夏バテ」です。ですから、

一気飲みではなく小刻みに、一回の量をせいぜい１００～１５０ｍｌまでにして、頻回に飲むようにするべきです。

高温の中のサッカー試合で選手たちの水分の取り方が、まさにそれです。 

大量の汗が流れ落ちるような状態では、水だけでは脱水の補正にはなりません。炎天下、ゴルフや肉体労働をする

際には、水とともにミネラル（塩分）の補給も考えなければなりません。スポーツ飲料などがお勧めです。ただし

２～３％のブドウ糖が含まれており糖尿病のある方は注意が必要です。無糖と書いてあるものを選んでください。 

 

 

 

新理事役員披露会 （小松屋にて）           ７月２４日（月）  

【ロータリー財団】 ポールハリスフェロー 

  Pin +2（累計 3,000＄以上） 倉本正一郎会員 

Pin +1（累計 2,000＄以上） 水﨑亮博 会員 

表 彰                      ７月２４日（月）  

後程、新役員をご披露させていただきますが、クラブの理事・役員を縦糸としますと、皆様

は横糸です。縦横の糸がしっかり絡み編み込まれ、丸岡ロータリークラブとしての旗が完成

するわけです。この旗のどの一点・どの部分が抜けたり切れたりしても、ほつれができたり、

穴が開いたりして、旗としては甚だ脆く見劣りするものになってしまうのではないでしょう

か。皆さん一人ひとりがそれぞれの点を支える我がクラブの主人公です。自分が主役だとい

う気概を持って、伸び伸びと個性・能力を発揮していくようにして下さい。 

 

２０１７―１８ 金 会長年度 理事役員のみなさん   

右より、金会長 東角副会長・クラブ管理運営・国際奉仕理事 林田恒正会計 林田數一ＳＡＡ 山下直前会長 

松井職業奉仕理事 道木社会奉仕理事 竹内青少年奉仕理事 下村公共イメージ理事 

杉本ロータリー財団理事 林田千之幹事      以上１１名 １年間よろしくお願いいたします(*^_^*) 



 

  山下直前会長の 

ご発声にて乾杯！！ 

本日の余興♪ 

《モン吉＆カッパーナ》 

ギターと歌の生演奏♪ 

山下会員から、 

先ほどの金会長の挨拶にぴっ

たりの中島みゆきの 

「糸」のリクエストもあり、

大変盛り上がりました。 

 

倉本会員・北会員・竹澤会員の 

生演奏でのカラオケも 

飛び出しました♪ 

東角副会長より閉会の挨拶 

金会長の挨拶にありました縦

糸と横糸で編みあげられた旗

を、しっかり奉仕活動で、はた

めかせましょう！一年間よろ

しくお願い致します。 

 
最後は、恒例の 

「手に手つないで♪」 

会員の皆様今年も一年健康に留意し、ロータリー活動をよろしく 

お願いいたします 



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２４日（月）  

◆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 

7/24 ３５ ２９ ４ １ １ 85.29% 

【メーキャップ】 7/24～28 事務局受付分  

7/26 福井北RC 倉田  前川徹 

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 

7/10 ３５ ２４ ０ ８ ３ 75.00% 

 

出席率 １００％を目指して 

欠席された場合は、 

他クラブへのメーキャップを 

お願いします！！ 

         水﨑出席委員長より 

松井職業奉仕委員長より  《就職模擬面接 協力依頼》 

８月２６日 坂井高校にて就職模擬面接会を行います。詳しい案内は、事務局より発信い

たしております。去年と同様に、７～８班に分かれて、集団面接形式にする予定です。 

１グループ３人の面接官が必要になりますと、最低でも２１名の方のご出席が必要になり

ます。７月３１日までに面接官に御協力の有無を受け付けておりますので、ご多用中とは

存じますが、何卒、御協力お願い致します。 

東角国際奉仕委員長より  《地区行事参加報告》 

７月２２日 京都商工会議所にて、「国際奉仕セミナー」に参加してきました。 

各クラブが国際奉仕活動をするにあたっての参考になる講演がありました。 

講師は、WHO（UPRO）医務官牧野友彦氏、矢島綾氏 

国際協力 NGO センター（JANIC）事務局長若林秀樹氏 

アジアの子どもたちの窮状の説明があり、各クラブで、そこに光りを当ててはいかがとい

うお話でした。 

あと一つ、近江八幡ＲＣで、国際奉仕活動で、グローバル補助金を申請しているようです。 

３年かかりで申請しているということで、大変だという報告がありました。 

我がクラブも昨年度より、グローバル補助金を申請していますが、国際ロータリー財団と

のやり取りをしている最中です。引き続き申請作業をしていきたいと思います。 

以上です。 

 


