
 

 

  

平成２９年９月２２日 発行 

平成２９年９月２２日（月） 第 1909回例会 

12：00  食事 

12：30   開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 斉唱 

会長挨拶  三国ＲＣ・丸岡ＲＣ 会長 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

① 「ラオス住血吸虫症根絶事業」 実施について 
報告 

≪その他≫ 

① 「平成 28年度献血事業概要」 
福井県赤十字血液センターより 

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 

13：00  ガバナーアドレス 

        国際ロータリー第 2650地区 

2017-18年度ガバナー 田中 誠二 氏 

13：30  閉会点鐘 

13：35  写真撮影 

13：40  丸岡ＲＣ 理事役員懇談会 

       ９月２５日（月）はお休みです   

 

 

 

 

本日の例会  

平成２９年１０月 ９日（月）祝日の為 休会 

平成２９年１０月１６日（月）⇒ １７日（火） 
第 1911回例会 

山中ＲＣとの合同例会 ホスト：山中ＲＣ 

卓話：『山中芸妓ぼたんさんを囲む山中節教室』 

   松風千鶴子氏（ぼたん姐さん） 

河鹿荘ロイヤルホテルにて 

平成２９年１０月２３日（月）第 1913回例会 
タイ・スタディツアー報告会 丸岡高校生 

米山奨学金授与 (１０月分) 王丽琴さん 

 

平成２９年１０月 ２日（月）第 1910回例会 
祝事・ロータリーの友（１０月号）解説 

山岸雑誌・広報・ＩＴ委員 

 

 

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 RC 木 10/19 11/9 12/21 

福井あじさい RC 金 9/29 10/20 

福井西 RC 金 10/27 

福井東 RC 月 9/25 10/30 

福井南 RC 火 10/17,24 11/28 

福井北 RC 金 9/27  

武生府中 RC 木 9/28 

若狭 RC 火 10/17,24,31 11/28 

大野 RC 水 10/11 

 
ビジター受付のみ 18：00～18：30 

福井水仙 RC 木 9/28 10/26 11/30 

 



 

 本日は木村昌弘ガバナー補佐をお迎えしました。後程クラブアッセンブリーにて「ガバナー

公式訪問に向けて」ご指導いただきます。よろしくお願い申し上げます。 

この１週間又様々な事がありました。瞬間最大風速６０～７０ｍのハリケーン「イルマ」、カ

リブ海諸国に壊滅的被害をもたらし、カテゴリー５から２に威力を落としているとは言え、ま

だ瞬間最大風速４０ｍでフロリダへ上陸したとのことです。又マグニチュード８．２のメキシ

コ沖地震、今のところ死者９０人と伝えられていますが、発生７２時間を迎えその数がいか程

になるのか胸痛む思いです。被災者の方々の苦痛が少しでも軽いものとなるよう祈りたいと思

います。 

さて、明るい話もありました。桐生祥秀選手ついに１００ｍ、９．９８秒の記録を出しました。歩幅を１ｃｍ程

度伸ばし、スタートからトップスピードまでの時間を早くし過ぎぬようトレーニングしたとのこと。私共には微妙

なニュアンスは分かりませんが、極限の中でのまさに微調整なのでしょう。その記録の陰にもう１人立役者がいた

とのことです。９．９８秒の出たレースのスターターは福岡 渉さんと言う福井の方です。その前のレースは女子

１００ｍでしたが、追い風２．３ｍで参考記録でした。福岡さんはそこで風を読み、その規則性をつかんだそうで

す。数秒強めの風が吹いたのち３秒ほど弱まるというリズムがあるという事に気づいたとのことです。そこで吹き

流しを見ようとしたら、審判員の陰になっていた、そこで福岡さんはすぐさま走って行って、その審判員にどいて

もらったとのこと。そして、吹き流しのはためきから風の強さと向きを読んで、少し弱まった３秒の間にスタート

させたそうです。その結果追い風１．８ｍ、記録が成立したわけです。なんとなくうれしい気持ちになりませんか。

以上です。 

 

 

金 定基 会長挨拶                              ９月１１日（月） 

米山奨学金 (９月分)授与（王 丽琴さん）      ９月１１日（月）  

 
皆さん、こんばんは。 

最近は、主に研究に集中しています。なぜなら、今月中間発表と研究に関する個人ゼミの予

定があるからです。そのため、いろいろ試しました。私は水噴霧によるトンネル火災の消火

を研究している研究室に所属し、火災研究専用のソフトウェア(Fire Dynamics Simulator)を

用いて、火災模型実験を模擬しています。それから、煙流動とか、温度や流動速度とか、及

び CO、CO2 の濃度などに対して分析します。 

火災が起きる時、避難者の安全確保につながりがあることです。その意義も、私がこの研究テーマを選んだ理由の

一つです。去年は主にこのソフトウェアの使い方を学びました。たとえば、input file の書き方、発熱速度を指定

した模型実験を行って実行しました。最近は去年の正方形の火源しか設置できなかった状況を改善し、先日は円状

火源を設置できるようになりました。そして、発熱速度を事前に指定しなくて新しい火源の設置方法を見つけまし

た。次は発表用の powerpoint を作ろうと思います。以上です。ありがとうございました。 

 

宮谷 正志（みやたに まさし）会員 1968（S43）年 9 月 30 日生 

株式会社 月うさぎ（加賀市永井町）代表取締役 

現住所：福井市西開発    推薦者：三寺会員 林田千之会員 

先日入会に際して、ｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰも行いました。 

宮谷さんは、福井県高等学校ＰＴＡ連合会の会長

をされていて、奉仕の活動は、充分なさってこら

れた方だとお見受けしました。今後もロータリア

ンとして共に活動していきましょう！ 

よろしくお願いします。 

4 年程前に仕事で、丸岡の地では、

大変お世話になりました。またご縁

がありまして、有難いです。 

頑張ります！！ 

新会員入会式               会員増強・退会防止委員会  

 



  

『ガバナー公式訪問に向けて ～ガバナー補佐をお迎えして』  

         木村昌弘ガバナー補佐 様 

 

 ○ ガバナー補佐とは、ガバナーとクラブをつなぐ、またガバナーに伝える役目。 

○ クラブ活動計画・報告書を見ると、変革に対して積極的な様子が手に取れる。 

○ RI 会長テーマである「変化をもたらす」は社会に対してだけでなく、ロータリー

に対しても当てはまる。 

 
○ 創立 40 周年という大きな節目を迎えることは一致団結する良い機会である。会員増強に対しても良い機会

と言える。 

○ 新入会員の増加と経験豊富な入会歴の古いメンバーの退会は、平均年齢の低下であり、ギャップが懸念され

る。食事をする等、様々な対策があるだろうが課題として取り組んで欲しい。 

⇒（金会長）「融和」については重々承知。具体的な対策には至っていないが、共に考え、共に語る等、 

最も基礎的なことから取り組むべき。 

○ 新入会員の教育が重要である。オリエンテーションの利用等、 

各種大会の参加や先輩メンバーによる説明・指導が必須。 

○ 退会防止について 

⇒（林田恒）1 人は仕事の都合上。兆候が見られたときに 

直ぐに対応するのが重要。 

○ 例会スタイルについて⇒（金会長）曜日や時間に関しては変えるつもりはない。出席率は一旦下がったが持

ち直しつつある。食事や車座にするなどの対策は議論が分かれる部分である。 

○ 様々な事業を行うことで負担にならないか。委員会活動は十分に機能しているか。 

⇒（林田千）基本スタイルは委員会が企画、実施は全体で行う。 

⇒委員会組織が多くて職務分担がうまくいかない例もある。効率的に運営される組織であるべき。 

○ 国際奉仕はグローバル補助金の返事待ちと聞いている。金額も大きいし、有効利用して欲しい。返事待ちの

状態になって事業自体ができないというのはおかしなことなので、自分の方からも確認しておく。 

○ 他のクラブで京都での会議が多く、移動時間等負担が大きいとの意見があった。そういったご意見があれば

ガバナーに伝える。 

⇒（林田千）新しい会員も多いし、開催日も迫っていることから IM について説明して欲しい。 

⇒IM とはインターシティーミーティングのこと。地区とは福井、滋賀、京都、奈良。公式訪問とはガバナーが

RI 会長の方針を伝える場と言える。また、福井のことを話し合う場でもある。新入会員はロータリークラブ

のことを知る機会としても利用して欲しい。 

⇒（三寺）福井県は北陸地方なのに、何故近畿圏に所属しているのか。 

⇒東京ロータリーがまず発足し、そこから範囲が拡大していくにつれ、京都を中心に今の枠組みになったと思う。 

⇒地区を分割することはあるが、統合は例がない。東京と沖縄が同じなどおかしな点も実際ある。本地区は京都

のリーダーシップが強い。 

⇒（釣部）個人情報保護法に抵触しかねないので、メンバーの名簿が無くなった。コミュニケーションが取り易

く、有効だったと思う。 

⇒県単位で名簿を作成しようとしたことがあったが、各クラブで思惑が違い、足並みが揃わなかった。非協力的

なクラブでは良からぬことに利用されると懸念したのかもしれない。まずは県単位の組織を十分なものにするの

が肝要。 

 
《会員感想》 初めて聞いた話などもあり興味深かった。10 月の IM に参加してロータリーを体感したくなった。 

                       （文責 瀬野 友伸） 

 

クラブアッセンブリー                 ９月１１日（月） 



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 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者 １４名 
釣部 林田千之 下田 金 奥村 林田恒正 山下 

下村 倉本 水﨑 柿木 松井 川上 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者 １４名 
釣部 林田千之 下田 金 奥村 林田恒正 山下 

下村 倉本 水﨑 柿木 松井 川上 竹澤 

 

◆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 

9/11 ３５ ２７ ５ １ ２ 81.82% 

【メーキャップ】 9/11～9/21 事務局受付分  
9/12 福井南RC 前川徹 9/11分 
9/14 福井RC 倉田 9/25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 

9/4 ３４ ２８ ０ ４ ２ 87.50% 

 

 
◆寄付金の状況 ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 9月 11日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 27,000円 187,000円 647,000円 

ロータリー財団 17,000円 143,100円 

米山記念奨学会 17,000円 130,000円 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 １３名 

お客様 ガバナー補佐 木村昌弘様 

丸岡ロータリークラブの皆様、本日の公式

訪問事前アッセンブリーよろしくお願い

致します。9 月 22 日は、田中誠二ガバナ

ーをお迎えしての公式訪問が有意義なも

のとなりますよう期待いたします。 

金会長  木村ガバナー補佐 本日宜しくご指導下

さいますようお願い申し上げます。宮谷さ

ん 歓迎致します。これからも宜しく！  

林田幹事 ガバナー補佐木村様 今日はありがとう

ございます。宮谷さん御入会歓迎します。 

釣部   木村ガバナー補佐 本日はご苦労様です。 

小見山  宮谷さんの入会を祝し、又本例会に木村ガ

バナー補佐を丸岡ＲＣへお迎えし。ご苦労

様です。よろしく御指導の程お願い申しあ

げます。 

前川重雄 宮谷さんの入会を祝し。妻の誕生日を祝し

て。奥村さんの顔を見てうれしいです。 

下田   木村ガバナー補佐さん ようこそ。今日は

よろしくお願いします。宮谷正志さんの入

会を祝して。  

林田恒正 宮谷さん入会おめでとう！よろしく。 

山下   木村ガバナー補佐 本日はご苦労様です。

宮谷さん 入会おめでとう。 

下村   木村バナー補佐をお迎えして、クラブアッ

センブリーよろしくお願いします。宮谷様

の入会を祝して。 

委員会報告                      ９月１１日（月） 

倉本  我が国にて桐生選手初めて100ｍ走9.98秒素晴らしい

事です。それも福井県にて。 

宮谷様入会おめでとうございます。 

水﨑  宮谷さん 入会おめでとうございます。楽しくやりま

しょう。 

木村ガバナー補佐様 御指導よろしくお願いします。 

柿木  木村ガバナー補佐様 今日は御苦労様です。 

又、宮谷さん 入会ありがとうございます。 

三寺  宮谷さん 入会おめでとう。 

松井  木村ガバナー補佐 ご苦労様です。 

宮谷さん 入会おめでとうございます。 

上屋敷 宮谷さん ご入会おめでとうございます。 

川上  宮谷さん 入会おめでとうございます。 

竹澤  宮谷さん 入会おめでとうございます。楽しくやりま

しょう。 

宮谷会員の入会を祝して、 

出席会員＆ガバナー補佐＆米山奨学生（王丽琴さん） 

全員で 『手に手つないで♪』 


