
 

 

  

平成２９年８月７日 発行 

平成２９年８月 ７日（月）第 1904回例会 

19：00  開会点鐘 

君が代・ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 四つのテスト 斉唱 

会長挨拶 金 定基 会長 

祝事   ８月 会員誕生日・夫人誕生日 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

①2017-18年度版 寄付・認証の手引き 

ＰＤＦファイルにて受信 

②「クラブ定款・細則の改訂状況に関する 

アンケート」集計結果の報告 

  ③ﾛｰﾀﾘｰ日本財団より確定申告用寄附金領収証 

   本日寄付者に配布します 

≪他クラブより≫ 

  ①会報 島原南ＲＣ 

≪その他≫ 

  ①8/26チャレンジロボコン 開会式挨拶依頼 

   福井県高文連工業部会より 

  ②坂井高校甲子園出場のお祝い（理事承認済） 

委員会報告 

  ①地区行事出席報告  

   8/5 （土）ロータリー財団セミナー 

  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 

会員卓話 

  水﨑亮博会員『有馬家３代とキリシタン』 

クラブフォーラム（５分） 

  細則の変更（6/19以後）について 

20：00  閉会点鐘 

      
  

        

 

 

本日の例会  

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１４日（月）お盆の為 休会 

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 8/18,25 

福井 RC 木 8/24 9/14 

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３１日（月） 

 以前、萩本欽一さんのエッセイをご紹介いたしました。純粋な利他的言動に運の神様が微笑んで

くれると言う内容でした。今日は、諏訪中央病院名誉院長 鎌田 實先生の「こだわらない」けど

「あきらめない」という文章を紹介します。これは雑誌 PHP への投稿文より抜粋され「抜粋のつ

づり」に掲載されたものです。 

『しんどい人ほど、他人のことどころじゃないかもしれませんが、１％でいいのです。９９％は

自分のためでも、１％を人のために汗を流す。すると不思議なことに、やがてブーメランのように、自分のところ

に何かの形で戻ってきます。職場でも、１％分、他人のことを気遣える人の方が、１００％自分のためだけに生き

ている人よりも、結局出世してゆくものです。見ている人は見ているのですから。本当に大切なものを「あきらめ

ない」ために、自分にこだわりすぎず、肩の力を抜いてみましょう。余計なものをあきらめる覚悟と、１％を人の

ために使う気持ちをもつ。そこから今までと違う景色が見えてくるはずです。』 

萩本欽一氏と同様、言い方も切り口も異なりますが、利他的精神・実践が、結局自分を救うのだという事を教え

てくれているのではないでしょうか。 

 

 

 

 

表敬訪問                     ７月３１日（月）  

山中ロータリークラブ様より 

会長 辻 等  様 

幹事 新家尚子様 

SAA  中林宏幸様 

中林会員は、実は、まだ入会２年目ですが、思い切ってＳＡＡとして活躍してもらおうと抜擢しました。そして、

勉強のために各クラブを一緒に訪問しています。本当に熱心な方で、有望な新人として期待しています。本日は、

丸岡山中温泉トンネルを通って参りました。トンネルが開通した当時林田町長と田中町長とが懇意にされていた

頃を、懐かしく思い出しました。 

さて、今年山中ロータリークラブは思い切った改革をしました。若い会員も入会しても活動しやすいようにと 

月４回の例会を月２回に変更しました。クラブの方針は「地域と時代に則した、活動と奉仕を」ということで、

５０年の歴史があるクラブの活動を地域の住民と一体となった奉仕活動をしていきたいと思っています。 

また、本年の合同例会は、山中ＲＣが当番です。楽しいものになりますよう企画しております。ゴルフコンペ

は、片山津ゴルフ倶楽部の山代山中ゴルフコースで石川光良会員が計画しております。皆様によろしくお伝えく

ださいとのことです。では、一年間よろしくお願い致します。 

 

 

三国ロータリークラブより 

会長 南 雅義様 

幹事 山本信次様 

丸岡ロータリークラブ様とは、長いお付き合いで、今後もどうぞよろしくお願い致します。今年の三国ＲＣの

テーマは「自信と誇り三国ロータリークラブである為に」としました。三国ＲＣは４３年目で、築き上げた活

動をしっかり把握し、また、ＲＩのテーマであります「変化をもたらす」に沿って、進化と深化を兼ね備えた

活動をしていきたいと思っております。丸岡ＲＣ様も４０周年ですが、若い世代が入会してきて、歴史の積み

上げを理解していただくのは、難しいかもしれません。積み上げてきた活動をこの先もずっとつなげていけま

すよう、１０年後にそのきっかけの年になったと思えるような、活動をこの一年行っていきたいと思います。

よろしくお願い致します。 



  
新年度方針発表②                  ７月３１日（月）  

今年度は、職業奉仕を通じて高い倫理水準を推進し、あらゆる有用な仕事の価値を認め、自己の

職業上の専門知識や技能を社会の問題やニーズに役立てるようにします。そして職業的技能を発

揮できるプロジェクトに貢献し、ロータリーの原則に沿って、自らの事業や仕事に律するように

します。事業計画は、就職模擬面接会（8/28）・職場訪問・福井県高校生ロボットコンテスト

（8/26）・地区職業奉仕講演会参加この４点です。          【松井職業奉仕委員長】 

    

基本方針：青少年が未来に夢や希望が持てる事業を行う。友情を築き、アイディアをひろげ、率

先して行動を起こすように意欲をたかめてもらう。若いリーダーを育てる。 

事業計画：ロータリーカップ学童軟式野球大会・ウイングカップソフトボール大会・ロータリー

カップ少年サッカー大会・ RYLA 行事への参加者派遣 

国際奉仕委員会と共に事業を発展させていくような計画もあります。 【竹内青少年奉仕委員長】 

松井職業奉仕委員長より  《地区行事参加報告》 

７月２９日 職業奉仕担当者研修会に参加してきました。 

①ロータリーにおける職業奉仕の位置づけ 

②＜講話＞A.F.シエルドンとロータリーの第２標語 

③「職業奉仕に関する意識調査」結果報告 

 ⇒職業奉仕はロータリアンであることの理由のひとつですか？ 

年齢が高くなればなるほど、会員歴が長ければ長いほど「最も大きな理由」という会員の割合が多い 

④地区職業奉仕委員会の今年度の活動計画について 

⑤クラブ職業奉仕活動の実践事例発表 

 （1）「出前講座ちょっときてぇな講座」  東近江 RC 

 （2）特別講義「福井県立大学キャリアデザイン特論」授業  福井西 RC 

竹内青少年奉仕委員長より  《地区行事参加報告》 

７月２３日 第１回青少年奉仕担当者会議に参加してきました。 

●長年同じようなマンネリ化した事業をしているクラブがたくさんある。（サッカー大会・野球大会等） 

⇒見直していくように 

三国ロータリークラブでは、３年後の福井国体を目途に、軟式野球大会の「ロータリークラブ」の冠を外し

て、大会運営自体は、連盟に任せること決めているそうです。 

●ＲＹＬＡの予定 2018 年 5 月 18 日～20 日 2 泊 3 日 休暇村近江八幡で開催 

各クラブより 1 名以上の参加を募集しています。参加者の推薦お願いします。 

ロータリー財団・米山記念奨学会へのご理解とご協力をお願いします。 

ロータリー財団 財団年次寄付 会員１人 180＄以上 目標達成 

米山記念奨学会 会員１人 24.000 円以上 目標達成 

今年度は、米山奨学生を受け入れております。水﨑カウンセラーの指導のもと、毎月例会に参加

要請をしております。皆様よろしくお願いします。      【杉本ロータリー基金委員長】 

先だっての基本方針に追加して報告します。ロータリー財団への皆様の寄付のお陰で、今年度も

地区補助金 45 万円交付されました。以前、タイ・スラム街に消防自動車を寄付しています。そ

の自衛消防組織の隊員の 2 名を招聘して、丸岡消防署および丸岡ＲＣで、研修してもらう事業で

す。40 周年記念式典にも参加してもらう計画もあります。（3 月末 1 週間程度）スタディツアー

に参加した丸岡高校生と共に、観光地案内もしていく予定です。その際青少年奉仕委員会と共同

で事業を行えればと思っています。三国ＲＣでも国際奉仕事業を本格的にされるそうで、一緒に

事業ができることも考案していきます。              【東角国際奉仕委員長】 



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３１日（月）  

上屋敷雑誌広報ＩＴ委員長より（三寺会員増強副委員長）  《地区行事参加報告》 

７月３０日 会員増強・公共イメージ向上セミナーに参加してきました。 

①ＲＩ会長メッセージ 

②ダイバーシティについて  会として多様性を持たせるようなことをして、例会の規定の緩和、

入会条件の見直し等が先般あり、ＲＩとしては、構成年齢を引き下げていく方向にいくべき。そ

れが永続的に会が続いていく条件だというお話でした。 その中で、女性会員の獲得が必須。 

③他団体で、会員数が増えている例 ＢＮＩ（異業種交流組織）の話がありました。 

キーワードは、「リファーラル」（ビジネスに直結するような紹介をすること） 社会奉仕という

面だけではなく、ビジネスに有益な面も前面に押し出すと会員獲得につながっていくのではない

かという提案がありました。 

④会員獲得の成功事例 かけ離れた目標を会長が掲げる。例えば、３５名のところを４０名にしようという目標

ではなく、思い切って１００名にしよう！という目標を掲げると意外に成功する。 

⑤会員獲得の方法 1.会員を獲得していく中で、ロータリークラブや所属クラブの強みや弱み、市場環境と外部

環境をきちんと分析する、経営でいう SWOT 分析のようなことを会でした上で、どのように会員を獲得していこ

うか戦略をたてるべきでしょう。2.会員を獲得して新入会員を会全体で歓迎をする、また承認をしていくと、新

入会員の満足度が増えて、そこから紹介があり、外部にロータリーの話をしていくうちに結果として公共イメー

ジの向上につながる。    以上のようなお話でした。 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者 １４名 
中島 林田千之 前川重雄 下田 金 山下 東角 

倉本 柿木 杉本 竹内 松井 笹埜 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者 １３名 
中島 林田千之 前川重雄 下田 金 山下 

倉本 水﨑 柿木 竹内 松井 笹埜 竹澤 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 １８名 
お客様 山中ＲＣ 

辻会長  この度山中ＲＣ会長をつとめることに 

なりました辻等と申します。 

     丸岡ＲＣの皆さんには、今年度ご指導の程よろ
しくお願い申し上げます。 

新家幹事 今日はお世話になります。一年間よろしく 

お願い致します。 

お客様 三国ＲＣ 

南会長  丸岡ＲＣの皆様本年度もどうぞよろしく 

お願いします。 

山本幹事 丸岡ＲＣのみなさん 今年度も南会長 

     ともどもよろしくお願いします。 

 

金会長  山中ＲＣの会長幹事ＳＡＡ 

三国ＲＣの会長幹事 

ようこそおいでくださいました。 

長く長く宜しくお願い申し上げます。 

林田幹事 山中・三国両ロータリークラブの会長 

幹事 ＳＡＡの方々ようこそ。本年１年 

と言わず、ずっと宜しくお願いします。 

釣部   山中ＲＣ三国ＲＣの皆様ようこそ丸岡へ 

小見山  RIdis2610 山中 RC 辻会長、新家幹事、ＳＡＡ
中林様 RIdis2650 三国 RC 南会長、山本幹事
さんを丸岡 RC へお迎えし、又１年間 

御苦労様です。 

前川重雄 山中、三国 RC 会長幹事ＳＡＡ様本日ようこそ
おいでいただきありがとうございます。本年も
よろしく。 

◆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 

7/31 ３５ ２９ ３ ２ １ 85.30% 

【メーキャップ】 7/31～8/4 事務局受付分  
地区研修・会議参加 7/23林田數一 7/29松井 7/30三寺7/31分上屋敷8/7分 

福井北RC 7/26 前川徹7/31分 倉田7/31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 

7/24 ３５ ２９ １ ４ １ 88.23% 

 

 

◆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 31日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 28,000円 91,000円 556,000円 

ロータリー財団 17,000円 68,000円 

米山記念奨学会 16,000円 69,000円 

 北  山中ロータリークラブ会長幹事ＳＡＡ様 

三国ロータリークラブ会長幹事様をお迎えして。 

下田 山中ＲＣ会長幹事ＳＡＡさん 

三国ＲＣ会長幹事さん ようこそ。 

山下 山中・三国の皆さん ようこそ丸岡へいらっしゃい 

ました。残念ですが、来週休ませて頂きます。 

下村 山中ＲＣ辻会長新家幹事中林ＳＡＡ 三国ＲＣ南会 

長山本幹事様表敬訪問ありがとうございます。 

倉本 家の孫たちは、楽しい楽しい夏休み。 

じいちゃん、ばあちゃんは、疲れます。 

水﨑 山中ＲＣ・三国ＲＣの皆さん ようこそ丸岡へいらっしゃ
いました。 

杉本 山中ＲＣ・三国ＲＣの皆様ようこそ丸岡へ 

松井 土曜日にクラブ職業奉仕担当研修会に行かせていた 

だきました。よい勉強になりました。 

竹澤 先週の懇親会・多数の出席ありがとうございました。 


