
 

 

  

 

  

平成２９年１１月１３日発行 

平成２９年１１月１３日（月）第 1915回例
会 

19：00   開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「奉仕の理想」 斉唱 

会長挨拶  金 定基  会長 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

①地区職業奉仕「講演会」開催案内 

 2018年 1月 14日 京都テルサホールにて 

②ロータリークラブ社会奉仕事業の継続性への

ご意見お伺い 

≪他クラブより≫ 

①ＩＭ参加のお礼状 ホスト：福井北ＲＣ 

委員会報告 

  ①例会出席報告 

②ニコニコ箱 ﾛｰﾀﾘｰ財団 本日の寄付報告 

19：30  ロータリーの友（１１月号） 解説 

前川 徹 雑誌・広報・ＩＴ委員 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

平成２９年１１月２７日（月）第 1917回例会 
会員卓話 『ＣＬＰについて』 

林田千之幹事 

平成２９年１２月 ３日（日）第 1918回例会 
家族会  あわらグランドホテルにて 

12：00  受付 

12：30  例会点鐘 

13：00～ 閉会点鐘 家族会へ 

（11：30 丸岡支所前 送迎バス出発） 

平成２９年１２月１１日（月）第 1919回例会 
ロータリーの友（１２月号）解説 

上屋敷 貴紀 雑誌・広報・ＩＴ委員長 

 米山奨学金１２月分 授与 （王丽琴さん） 

平成２９年１２月１８日（月）第 1920回例会 
新入会員卓話 宮谷正志氏 

地区大会ＰＲ 京都東ＲＣより 

総会 

 12：00～16：00 丸岡支所で街頭献血 
          社会奉仕委員会 事業  

 

平成２９年１１月２０日（月）第 1916回例会 
三国ＲＣ 合同例会  小松屋にて 

17：30  受付 

18：00  例会点鐘 

18：30～19：30 外部卓話 

 『認知症の基礎知識』貴志英生様 

 （医）英和会 貴志医院 院長 福井東 RC 

19：30～ 閉会点鐘 宴会へ 

 

 

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 12/21 1/18 3/8 

福井東 RC 月 12/18 

福井西 RC 金 11/24 12/22 

福井南 RC 火 11/28 12/19 

福井北 RC 水 11/22 12/6,20 

福井あじさい RC 金 12/22 

三国 RC 金 11/24 

武生 RC 火 11/28 12/26 

武生府中 RC 木 11/16 

若狭 RC 火 11/28 

 

ビジター受付のみ 18：00～18：30 

福井水仙 RC 木 11/30 12/21 1/11 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火 12/19 

 



 

  

金 定基 会長挨拶                            １１月６日（月） 

 １０月２４日に会長ノミニー指名会議が開かれ、その場で杉本政昭さんが指名されました。

それを受け、杉本さんにお願いに行ったところ、快く引き受けていただいたとのことです。 

杉本さん宜しくお願い致します。 

さて、本日は今年の Governor 月信６月号 ロータリー情報 「日本の常識は世界の非常識」

より内容の一部をご紹介いたします。 

１．毎月第１回例会には国家をうたう。例会場には国旗を揚げる。 

戦争中ロータリーはアメリカのスパイではないかとの嫌疑を掛けられました。その疑いを晴らすために、国家に対

する忠誠を誓う事を証明する意味で、例会で国旗を掲揚し、国家を歌いそれがのちに習慣化したものだそうです。

当時は例会ごとに、特高が来てサーベルをちらつかせながら監視したそうです。日本とアメリカ以外の国では、国

旗を掲揚したり国家を斉唱するといった習慣はないそうです。アメリカは移民の集まりなので、アメリカ人である

という自覚を持たせるために、国旗掲揚と国歌斉唱が盛んにおこなわれています。 

２．ロータリーの会合に出席するときは身なりを整える。 

日本のロータリアンはお行儀がよく、ほとんどのロータリアンは背広にネクタイ姿で、ロータリーのエンブレムや

バッジを付けて会合に参加します。定款・細則には服装についての取り決めはどこにもありません。外国の例会で

は、背広にネクタイ姿の会員は半数以下。皆好き勝手な服装で、夏などは半そでが当たり前の格好です。とは言え、

やはり例会には威儀を正して、一定の緊張感を持って参加したいものです。 

 
第６回 理事会 議事録              １１月６日（月）  

【協議事項】    

①１２月例会プログラムについて【東角クラブ管理運営理事】 

全会一致で承認 

②2018 学年度米山奨学生世話クラブ引受に関するアンケートに

ついて           【杉本ロータリー基金理事】 

水﨑カウンセラーに資料のようにご意見をいただきました。 

ガバナー事務所に提出します。全会一致で承認 

③九州北部豪雨災害「義捐金募集」のお願いについて 

         【林田幹事】 

追加募金がありました。ちなみに災害基金が４万円程度ありま

すが、いかがいたしますか？ 

東角・林田数 いつ災害があるかわからないので、一人千円以

上集めてはどうか？ 

集金することに全会一致で承認、集金方法については幹事一任 

④12/3家族会について 【東角クラブ管理運営理事】 

質問なく、承認 

⑤12/18街頭献血の協力について【道木社会奉仕委員長】 

東角 ＰＲについてポスター掲示を出来るだけ多くの企業へ

お願いしてください。   全会一致で承認 

⑥丸岡城 桜の修復作業について 【道木社会奉仕委員長】 

会報に掲載の通りです。市の考え方に問題がありますが、修復

費用 35,000 円です。社会奉仕委員会の追加事業とします。 

全会一致で承認。 

⑦林田恒正会員のお見舞いについて 全会一致で承認 

【報告事項】 

①７月～９月 会計報告 

 

 

１２月プログラム 

日  時 内  容 

12/4（月） 

⇒12/3（日） 

家族会  

あわらグランドホテル（関山会員にて） 

12/11（月） 
祝事 米山奨学金（12月分）授与 

ロータリーの友（12月号）解説 上屋敷会員 

12/18（月） 

例会後総会 

京都東ＲＣ 地区大会ＰＲ訪問 

新入会員卓話 宮谷正志氏 

12：00～16：00 街頭献血（社会奉仕委員会） 

12/25（月） 外部卓話 武曽素行氏（手紙の館館長） 

 
１月プログラムについて 

1 月１１日（木） 午前（時間は未定） 

 国神神社へ参拝 ⇒ 自由参加 

１月１５日（月） 例会・新年会 の予定 

 

11/10 丸岡城 桜の修復作

業を行いました。 



 

  

「私の大学生活」               2017学年度 米山奨学生 王丽琴さん 

●中国での 3年間 

私の出身地は中国の南の方にある江西省の波陽県です。江西省では山、河川と湖が多いので「山

水の郷」と称されています。歴史的にも「物华天宝 人杰地灵」と賛美されています。「食べ物、

自然資源が豊かで、人々は優しく才能がある」という意味です。江西省にはいろんな名所があり

ます。代表的なのが世界文化遺産の廬山です。中国十大名山の一つで、昔から詩人や画家の作品 

の対象になっています。その他に三清山と竜虎山、高山草原で人気のある武功山です。 

故郷の波陽県は面積 3976 km2、中国最大の淡水湖「波陽湖」が有名で、渡り鳥の生息地として知られています。 

私の家族は父、母、弟、妹と私の 5 人です。日本に来る前は江西省にある南昌航空大学で勉強していました。日

本に来るきっかけは、子供の時から中国以外の世界を想像したり、日本のアニメ、桜、和服にすごく興味があった

からです。また、大学でも先生や先輩から日本の機械技術が世界トップレベルだという話も聞いていました。そこ

で、短期留学プログラムを活用して日本に初めて来ることができたのです。 

●福井での 3年間 

福井大学では「トンネル火災時における水噴霧による煙制御の数値シミュレーション」を研究テーマに、熱流体

研究室で勉強してきました。人々の生命と財産を守れる、すごく有意義な研究だと思っています。水噴霧設備とは、

従来のスプリンクラー消火設備と比べると微小粒径のため、冷却効果と蒸発による膜が酸素を遮断してしまう窒息

効果という二つの特徴を持っています。トンネルで火災が起きた時、大量の煙は大きな障害となります。水噴霧設

備を使用した場合の煙の流動速度と温度分布を計測し、水噴霧が煙層降下にどれだけ制御効果があるのかを検証し

ているのです。 

 勉学以外の生活では、すごく優しい先輩がいて、和服を初め

て体験したり、今年は田植えも経験しました。先生と一緒にタ

コ焼きを作ったり、カラオケにも行ったり、楽しい思い出がで

きました。日本で就職することも考え、去年 11 月には東京の国

際工作機械見学会に行き、視野を広めることもできました。福

井大学を代表して挨拶し、この見学をきっかけに、マレーシア 

の方と友達にもなりました。今年のお盆休みには、富士山にも登って来ました。 

 皆さんのお陰で、去年より勉学に取れる時間が多くなり大変助かりました。色々な活動に参加し、新しい友達も

できました。今後も、皆さんへの感謝の気持ちを持ち、残りの半年間を充実した学生生活を送りたいと思います。 

●未来について 

今年の 3 月から就職活動が始まり、ロータリー米山奨学会の皆さんのお陰で、一番入りたかった日産自動車㈱の

内定をもらいました。来年の 4 月から、日本で働くことを楽しみにしています。 

 将来の夢が三つあります。一つは、日本語と英語をうまく話せるようになりたい。二つ目は、学生生活で学んだ

知識、思考方式を将来の仕事で活かせるように頑張りたい。三つ目は、ロータリー米山奨学会の奉仕精神を日常生

活で実践し、平和な世界に貢献したいということです。 

＜会員感想＞中国と日本の文化を知っている王さんに、両国の平和の小さな小さな架け橋になってもらいたい。ま

た、優秀な頭脳で、危機的な日産の再建に貢献し、日本の技術力の信頼回復に一翼を担っていただきたいと思いま

す。まだ 5 カ月ありますが 3 年間お疲れ様でした。                     （文責 前川徹） 

 

米山奨学生卓話                  １１月６日（月）  

米山奨学金（１２月分） 

１４万円も授与しました。 

 



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 １５名 
中島 南  釣部 林田千之  下田 金 奥村 東角 倉本 

柿木 杉本 竹内 松井 道木 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者 １３名 
中島 釣部 林田千之 下田 金 奥村 倉本 柿木 杉本 

竹内 松井 道木 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 

11/6 ３５ ２６ ６ １ ２ 78.79% 

【メーキャップ】 11/6～11/10 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 

10/23 ３５ １９ ３ １０ ３ 68.75% 

 

◆寄付金の状況 ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 11月 6日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 15,000円 324,000円 784,000円 

ロータリー財団 27,000円 215,100円 

米山記念奨学会 16,000円 189,000円 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 １２名 
金会長  ４人目の孫が生まれました。人口減少の歯止めに一助

となれば幸いです。 

林田幹事 王さん今日はよろしく。１１月２０日、１２月とよろ
しくお願いします。 

北    欠席が続きました。申し訳ありませんでした。 

下田   王さん卓話ご苦労様です。 

下村   王さん卓話頑張ってください。 

妻の誕生日を自祝して！ 

倉本   王丽琴さん、本日は卓話ご苦労様です。頑張ってくだ
さい。 

水﨑   今日は王さんの卓話です。頑張って下さい。 

杉本   ワンさん、卓話宜しくお願いします。 

三寺   ロータリーのおかげで、三国観光ホテルと取引できそ

うです。感謝！ニッコリ(*^_^*) 

松井   王さん、卓話お願いします。 

道木   王さん、卓話ご苦労さまです。 

竹澤   少しずつ寒くなってきました。皆様お体たいせつに。 

王さんよろしくお願いします。 

委員会報告                    １１月６日（月）  

上屋敷雑誌広報ＩＴ委員長より 

丸岡ロータリークラブのホームページを

毎週更新しています。Google 等の検索エ

ンジンで、「丸岡 RC」と入力していただく 

と最初に「丸岡 RC の公式 HP」次に、「2650 地区の丸

岡 RC のページ」が出てきます。ご覧いただき、ご意見

等ありましたらば、私までご連絡ください。 

東角前年度青少年奉仕委員会委員長より 

10/23 例会で、タイスタディツアーの報告

会を行いました。その内容について本日

の会報に掲載しました。「スタディツアー 

を次につなげる為に」という発表でした。高校生６名の

方の感想を熟読していただきますと、今回のこの事業

が、意義が深かったと感じていただけると思います。 

１１月度祝事 

結婚記念日 

11/1   林田恒正会員 

11/5   林田千之会員 

11/7   倉田会員 

11/13  髙倉会員 

11/19  宮谷会員 

11/22  前川徹会員 

会 員 夫 人 誕 生 日 

11/15  下村会員夫人  由美枝様 

会 員 誕 生 日 

     な し 


