
 

 

  

平成２９年９月４日 発行 

平成２９年９月４日（月）  第 1907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   ９月   結婚記念日・夫人誕生日 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

①IM第 5組開催時 新会員セミナー案内  
10/28 10 時～12時 45分（昼食含む） 
アオッサ 607号室 
対象者：川上 竹澤 関山 西出会員 

②2020-21年度地区ガバナー 
「ガバナーノミニ・デジグネト」の推薦依頼  
③青少年交換学生帰国報告文集 
④2017 年 9月のレートのお知らせ 
 1ドル＝109円（ご参考：2017年 8月＝111円） 
⑤「ザ・ロータアクター」 冊子２部 
⑥「ラックニュース 第３号」 ３部 

≪他クラブより≫ 

  ①クラブ活動報告書  敦賀西ＲＣ 三国ＲＣ 
≪その他≫ 

  ①坂井市お仕事体験イベント 協賛協力御礼 
  ②ほほえみ第 104号 ﾄﾞｩｱﾝ･ﾌﾟﾗﾃｨｰﾌﾟ財団  
委員会報告 

  ①例会出席報告 

②ニコニコ箱・ﾛｰﾀﾘｰ基金 本日の寄付報告 

19：30  ロータリーの友解説 

       ９月号 下田重道 雑誌広報 IT委員 

20：00  閉会点鐘 

《定款細則の改正について》 

定款第１８条・細則第１６条改正に従って、 
賛否投票を行います。 

 

 

        

 

 

本日の例会  

平成２９年９月１８日（月）祝日の為 休会 

平成２９年９月２５日（月）⇒ ２２日（金）
第 1909回例会 

ガバナー公式訪問  三国観光ホテルにて 

１２:３０～１３:３０ 例 会、ガバナーアドレス 

 １３:４０～１４:４０ 会長・幹事・役員懇談会 

  ９月２５日（月）はお休みです   

 

平成２９年９月１１日（月）第 1908回例会 
入会式 宮谷正志 会員 

クラブアッセンブリー 

『ガバナー公式に向けて 

 木村ガバナー補佐をお迎えして』 

米山奨学金授与 (９月分) 王丽琴さん 

 

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 9/29 10/20 

福井 RC 木 9/14 

福井西 RC 金 9/8 

福井南 RC 火 9/12 

福井北 RC 金 9/15,27 

武生 RC 火 9/5,19 

武生府中 RC 木 9/7,28 

鯖江 RC 金 9/15 

三国 RC 金 9/15 

敦賀西 RC 木 9/14,21 

 
ビジター受付のみ 18：00～18：30 

福井水仙 RC 木 9/28 

 



 

  

福井県立坂井高等学校にて、行いました。 

坂井高校生 １４８名   丸岡高校生   ８名 

合計    １５６名参加しました。 

面接官を務めた会員は、１８名。お疲れ様でした。 

当日のスケジュール 

8：30 ～ 9：00 面接時の注意事項・会場準備 

9：00 ～ 11：40 模擬面接  

11：45 ～12：15 食 事（会議室にて） 

12：15 ～12：30 ロータリークラブ例会（会議室にて） 

 

金 定基 会長挨拶                             ８月２８日（月） 

 先週木曜日に、坂井高校校長 竹吉先生が私のクリニックを訪ねてこられ、野球部の甲子園出場

に対する賛助へのお礼状と、記念タオル、甲子園で求められた煎餅を頂きました。先生曰く「なぜ

あの時敬遠しなかったんだ。」とのクレームが何件かあったそうです。「結果論で文句を言う人はど

こにでもいますよ。また、来年も期待しています。」とお答えしておきました。 

それから今朝からの模擬面接ご苦労様でした。参加された生徒さんは勿論、就職希望の全員が地

元の第一志望企業に合格され、地元で家庭を築き、子をなして行くことを期待したいと思います。 

 

就職模擬面接会                   ８月２８日（月）  

 

《坂井高校より》 

記念タオル 

甲子園のお土産おせんべい 

  ⇒例会時に会員に配布しました 

     

 ﾘｰﾀﾞｰ ① ② 

Ａ班 林田數 中島 倉本 

Ｂ班 水﨑 北  

Ｃ班 釣部 下田  

Ｄ班 林田千 小見山 竹内 

Ｅ班 林田恒 南 三寺 

Ｆ班 前川重 下村  

Ｇ班 山下 道木 松井 

 

竹吉校長  

就職課の担当教諭より ご挨拶 御礼 

「生徒には、本番の就職活動の前に、 

絶好の機会を与えて下さり、 

感謝致します。よろしくお願いいたします。」 

 

 

 



  

日刊県民福井 ８月２９日 

記事になりました。 

 



丸岡ロータリークラブ 
会員数：３４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                      ８月２８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 

8/28 ３４ ２５ ７ ０ ２ 78.13% 

 
【メーキャップ】 8/28～9/1 事務局受付分  
 

 

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 

8/21 ３４ ２３ ２ ７ ２ 78.13% 

 

 

◆寄付金の状況 ニコニコ箱委員会 

 ロータリー基金委員会 

 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 130,000円 595,000円 

ロータリー財団 98,000円 

米山記念奨学会 97,000円 

 

水﨑米山カウンセラーより  《地区行事参加報告》 

８/２６（土）アオッサにて ＜福井ブロック＞クラブ米山奨学委員長会議に参加してきました。 

    今後も寄付をお願いしたいとの事でした。一人 24,000円 

  「米山奨学金は、曲り角に来ているのではないか。本当に必要な人に、授与できているのかどう

かを今後検討していく必要があるのでは」と意見を述べてきました。２、３のクラブから賛同い

ただきました。 

松井職業奉仕委員長より   《第２５回福井県工業学科チャレンジロボコン 兼  

全国高等学校ロボット競技大会福井県予選》 

８/２６（土）坂井高等学校にて  水﨑パスト会長と共に出席してきました。 

ペットボトルを操作してつかむロボットで、点数を争う競技でした。見ていて若い感性のアイデ

アでとてもおもしろかったです。１位の坂井高校のチームのみ全国大会に 

出場できるそうです。 

新年度方針発表④                  ８月２８日（月）  

道木社会奉仕委員長 

 地域のために、またその子供達のために、地域に根ざした活動を基本とします。 

《事業内容》 

①献血運動  １２月 継続事業 

②お見合い事業 ４月 継続事業 お見合いの場を設ける。ロータリの取り組み方も 

検討します。 

③子供ＳＯＳ事業   新規事業 いじめの現状把握、問題点の対策、 

サイト立上に向けて  

④路面電車復旧事業に向けて 新規事業 

                町おこしと連携して、意見交換会を開催 

⑤古城まつりへの協力      丸岡城の夜間開放などに向けて 

 


