
 

 

  

 

  

平成２９年１１月２７日発行 

平成２９年１１月２７日（月）第 1917回例会 

18：00   開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「我らの生業」 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地区ﾛｰﾀﾘｰ財団補助金管理セミナーの案内 

2018.1.20（土）立命館大学にて 

本セミナーへの出席が、財団補助金を申請の際

の参加資格必須条件 ⇒杉本委員長出席予定 

  ②『ＭｙＲｏｔａｒｙセミナー』の案内 

   2018.2.3(土) ｷｬﾘｴｰﾙﾎﾃﾙ旅行専門学校にて 

  ③会員増強アンケート願い 

  ④【米山学友会】 年末交流会の案内 

「世界のクリスマスパーティ」 

12.16（土）京都にて 

≪その他≫ 

①福井新聞県内ＲＣ特集企画 協賛依頼 

掲載日 2018.1.4（木）or 5（金） 

料金  45,000円 

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  会員卓話 『ＣＬＰについて』 

林田千之幹事 

20：00 閉会点鐘 
 

本日の例会  

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  例会後 総会 

 12：00～16：00 丸岡支所で街頭献血 

平成２９年１２月２５日（月）第 1921回例会 
外部卓話   武曽素行氏（手紙の館館長） 

           

 

平成２９年１２月 ３日（日）第 1918回例会 
クリスマス家族会  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） 

 

 

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 12/22 

福井南 RC 火 11/28 12/19 

福井北 RC 水 12/6,20 

福井あじさい RC 金 12/22 

武生 RC 火 11/28 12/26 

敦賀西 RC 木 12/14,21 

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 

 



  

三国ＲＣとの合同例会                        １１月２０日（月） 

小松屋にて、丸岡ロータリークラブ主催で三国ロータリークラブとの合同例会を開催しました。 

 

丸岡ＲＣ 下村副ＳＡＡ による司会 水﨑パスト会長の

開会点鐘の後、「それでこそロータリー」斉唱 

丸岡ＲＣ 水﨑 亮博 パスト会長 ご挨拶  

三国ロータリークラブの皆様、今日は、荒れ模様の天気で大変お寒い中、ようこそお越

しくださいました。ありがとうございます。春に三国ＲＣの主催にて電車に乗って例会を

するという企画をしていただき、本当に楽しかったです。丸岡では、そのような企画はで

きませんでしたが、精一杯のお心でおもてなしさせていただきますので、本日は、楽しん

でいただきたいと存じます。 

さて、丸岡ＲＣでは、３５名の会員がいます。ここ３年くらいで若い会員が増えました。

とても活力がでてきました。本日は、そのような活気ある雰囲気を感じて頂けたらと存じ 

ます。今後とも三国ＲＣ様とは、切磋琢磨して、ロータリー活動を盛り上げていきたいと思っております。今日

は、楽しい一晩になればと思っております。どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

三国ＲＣ 南 雅義会長 ご挨拶  

本日は、丸岡ロータリークラブの皆様、ご丁寧にお迎え下さりましてありがとうござい

ます。合同例会も何十年も続いている一つの行事として定着しています。また昨年より、

ガバナー公式訪問も合同でさせていただくようになり、年２回ずつ合同例会を開催するよ

うになりました。毎年入会される丸岡ＲＣ様の新入会員との面識が増えるということで、

今後も楽しみにしていきたいと思います。 

昨日、九頭竜川の河口付近で、エコネーチャーさかいという坂井市内の環境保護団体主

催の清掃事業があり、三国ＲＣとしても参加をしましたが、坂井市議の前川さんも参加さ 

れていました。そういった色々な機会で、ロータリアンとしてお目にかかることができるのもこうして合同例会

等で面識ができたからだなと思っております。それぞれの会員様にそのような優しい関係・輪が今後も広がりま

すよう、よろしくお願い致します。 

それぞれのクラブ幹事報告 

丸岡ＲＣ 

 林田千之 幹事 

三国ＲＣ 

 山本信次 幹事 

出席委員会 

ニコニコ箱委員会 報告 

三国ＲＣ 南会長の 

点鐘にて 

例会閉会しました。 

講演会                      １１月２０日（月）  

講師紹介 倉田教信プログラム委員長 

貴志 英生様   福井東ＲＣ会員  貴志医院（福井市市波町）院長 

心と精神のカウンセリング（健康相談）、生活習慣病・ストレス・人間関係・不安に関す

る相談。メンタルヘルス指導、精神衛生指導（日本医師会認定産業医） 

 認知症をサポートする為に多くの講演会活動、また、ロータリー活動でもありますポリオ

撲滅運動にも積極的に参加されています。 



  

謝辞 東角副委員長より 

 貴志先生本日はありがとうございました。とても丁寧にご説明いただきました。赤ちゃん

返りするのだという認識はありましたが、まさに赤ちゃんに接するように優しく支えていく

必要があると改めて感じました。また自身も認知症にならないような生活習慣を心掛け、先

生のお話にもありましたロータリー活動が一番予防になるのだ！ということで、身をもって

感じながら今後、活動してまいります。 

 

 

『認知症の基礎知識』     貴志医院 院長 貴志英生 様（福井東ＲＣ） 

生命保険会社のアンケートによると、認知症は自分がなりたくない病気・家族に

なって欲しくない病気の上位に上がる疾患です。認知症の人は、そう言った病気に

なると言う意味で、辛く、不安を抱えています。2025 年には高齢者の 5 人に 1 人

が認知症という予測もあるほど、認知症は社会的な問題になっています。 

 認知症は脳の病気で、記憶障害や実行機能障害、行動・心理症状などが現れます。

実効機能障害とは、ものごとの段取りを効率よく遂行できなくなる状態の事です。

行動・心理症状とは、健常な我々にとって不快に感じる様なもので、徘徊や妄想な

どと言った症状のことです。行動・心理症状には、その成り立ちに理由があること

が多く、注意が必要です。 

 認知症の人は、周囲からの暖かい声かけや関与が激減し、不安や孤独な世界に追い込まれ「寄る辺ない・孤独な」

存在となるのです。認知症の人だけでなく、介護者も同様に苦しんでいます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

≪会員感想≫認知症は縁遠いものだと思っていましたが、 

近い内に 4 人に 1 人になると聞いて、認識を改めました。 

ロータリー活動が認知症の予防になるというのが 

面白かったです。      （文責 瀬野 友伸） 

 

認知症になったら、 

1）医療と相談の上治療方針を決める 

2）気持ちを共有できる相手を持つ 

3）同じ病気を持つ人と交流を持つ 

4）家族と生活全般について話し合う 

5）法的制度の利用も考慮 

6）エンディングノートの利用も考える 

などが大切です。 

 

認知症の予防には、 

1）生活習慣病の予防 

2）食生活課題 

3）口腔機能の向上 

4）閉じ込もり予防 

5）運動習慣       

が有効とされています。 

 

個人的には、毎週例会があり、い

ろんな職種・年齢層が集い、様々

なイベントを実行する「ロータリ

ー活動」は、まさに認知症の予防

につながると信じています。 

 



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 

 

 

 

◆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 

11/20 ３５ ２５ ８ ０ ２ 75.76% 

【メーキャップ】 11/20～11/24 事務局受付分 
11/24 三国RC 奥村会員 11/13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 

11/6 ３５ ２６ ２ ５ ２ 84.85% 

 
◆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 20日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 38,000円 375,000円 835,000円 

ロータリー財団 0 円 252,100円 

米山記念奨学会 0 円 207,000円 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 ２０名 

≪お客様三国ＲＣ≫ 

三国ＲＣ 

南会長  本日は宜しくお願い致します。 

山本幹事  

木村様  丸岡ＲＣの皆様 合同例会お世話にな

ります。友好関係が更に深まりますこ

とを祈念いたします。 

≪丸岡ＲＣ≫ 

三国ロータリークラブの皆さん 本日はお寒い中

ようこそ丸岡へ。楽しんでください。 

貴志先生 今日は、よろしくお願い致します。 

釣部 林田千之 前川重雄  北  下田 奥村 

東角 下村   倉本 倉田 水﨑 柿木 杉本 

松井 上屋敷  竹澤 

委員会報告                   １１月２０日（月）  

懇 親 会                    １１月２０日（月）  

雪雷が鳴る悪天候の中ご参加いただき、ご苦労様です。三国からようこそおいでくださいまし

た。歓迎いたします。例会の閉会を告げる点鐘、鐘の次は鼓、舌鼓です。我らがクラブの親睦

委員会の皆さんが調えてくれた、山海の珍味と美酒に舌鼓を打ちながら、ロータリーの事、社

会の事、仕事の事、家族の事等々楽しく語り、大いに親睦を深めたいと思います。 

それではリラックスして楽しみましょう。 

 

三国ＲＣ 南会長の音頭で乾杯(^○^) 

モン吉＆カッパーナ 

アトラクションの演奏

と共に、カラオケも飛

び出しました♪ 

三国ＲＣ次年度会長齊藤様に

よる中締め！ 

林田千之会長エレクト 閉会の挨拶 

恒例の「手に手つないで」 

大きな輪になりました(*^_^*) 


