
 

 

  

 

  

平成３０年 ３月１２日（月）第 1929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台湾東部地震災害復興支援決定の報告 

②2018-19年度 会長エレクト研修セミナー 

 プログラム 

③次年度ロータリー手帳注文依頼 

≪他クラブより≫ 

①第 159回福井県下 RC会長幹事会のお礼 

 三国 RCより 

②創立 25周年記念行事案内 

 福井ﾌｪﾆｯｸｽ RCより 

委員会報告 

① 例会出席報告 

② ニコニコ箱 ﾛｰﾀﾘｰ財団 本日の寄付報告 

19：30  ロータリーの友（３月号）解説 

 下田 雑誌・広報・ＩＴ副委員長 

20：00 閉会点鐘 

平成３０年３月１２日発行 

本日の例会  

平成３０年 ３月２６日（月）第 1931回例会 
米山奨学金（３月分）授与 ＆ 修了式 

タイ プラティープ氏  

   スラム街自衛消防組織の団員 訪問 

★バンコクスラム街の消防防災支援事業★ 

⇒今年度地区補助金活用事業 

＜スケジュール＞ 

25 日（日）タイバンコク発 

26 日（月）日本着→小松→福井・丸岡 

例会に出席  たけくらべ温泉に宿泊   

27 日（火）～29 日（木） 

市長・嶺北消防組合 表敬訪問 

丸岡消防署にて研修 

30 日（金）ST の OB 高校生達と丸岡・県内観光  

31 日（土）福井発大阪経由タイへ  

＊宿泊＊ 

26 日    たけくらべ 

27 日～30 日 会員宅（東角・水﨑・西出）食事共 

平成３０年 ４月 ２日（月）第 1932回例会 
祝事 

外部卓話  

 

平成３０年 ３月１９日（月）第 1930回例会 
外部卓話：福井信用金庫 丸岡営業部 部長 

 中山 隆一郎氏  

 

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 4/12 6/28 

福井南 RC 火 3/13,27 

福井あじさい RC 金 3/16 4/13 6/29 

鯖江 RC 金 3/16 

武生 RC 火 3/13 

武生府中 RC 木 3/22 4/5,19 

敦賀西 RC 木 3/15 4/5 

 

ビジター受付のみ 18：00～18：30 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火 5/13 

 



 

 

【報告事項】  

①バンコクスラム街の消防防災支援事業 

自衛消防団招聘事業のスケジュールについて 

東角国際奉仕委員長より報告 

 

昨夜は強い風が吹く中、消防車と救急車のサイレンが繰り返し聞かれ、よく眠られぬ

夜でした。消防署員の皆さんは、さぞかし緊迫した一夜を過ごされたのではないかと思

います。ご苦労様でした。 

今日は移動例会。昨年 8 月竣工のこの近代的で立派な消防署を見学され、皆さんは昨

夜の緊迫感の片鱗を体感されたのではないかと思います。また、今月末には、この施設

でタイから自衛消防団員 2 人が、研修・訓練されるのかと思うと、感慨深いものがあり

ます。 

さて、現在まだインフルエンザは流行しており、坂井市内いまだに学級閉鎖が出ています。 

くれぐれもご用心ください。 

金 定基 会長挨拶                            ３月５日（月） 

職場訪問                       ３月５日（月）  

第１０回 理事会 議事録              ３月５日（月）  

【協議事項】    

①４月例会プログラムについて【東角 クラブ管理運営理事】 

原案通り承認 

②スクリーン＆プロジェクター購入について 

      【下村 公共イメージ理事】 

下村理事欠席の為、上屋敷委員長代理で説明。 

プロジェクターは、原案通り承認 

スクリーンは、持ち運び用にしてください。 

現在使用中のスクリーンは、東角会員より寄贈されたもので、 

東角会員にお聞きしたところ廃棄してくださいとの事。 

③4/14「サッカー大会」事業について 

【竹内 青少年奉仕委員長】 

 原案通り承認 

例年７月に開催される三国 RC と共催の学童軟式野球大会は、

今年度限りの事業とします⇒次年度に申し送り。 

④退会者について      【林田 幹事】 

笹埜会員退会 承認 

⑤例会時の飲み物提供について【林田 幹事】 

原案通り承認 

４月プログラム 

日  時 内  容 

4/2（月） 
祝事 

外部卓話  （卓話者 未定） 

4/9（月） 
ロータリーの友（４月号）解説  

 前川雑誌広報ＩＴ委員 

4/16（月） 

報告会 ３月３６日～地区補助金活用事業 

タイバンコクのスラム街自衛消防団 

研修招聘事業について 

 東角国際奉仕委員長  

4/23（月） 外部卓話  （卓話者 未定） 

 

松井職業奉仕委員長より挨拶 

今年度の職業奉仕委員会事業 職場訪問です。たくさんの会員の皆様のご参加感謝

いたします。ここ、嶺北丸岡消防署のご協力をいただき開催できました。 

よろしくお願い致します。 

嶺北丸岡消防署 

署長 大西 郁也 様より 

ご挨拶頂きました。 

林田千之幹事より

挨拶 



  

① H28.9 より新庁舎運用開始。新庁舎の概要説明。 

② 現在の災害状況の説明 

・火災  30 件（あわら市 11 件、坂井市 19 件）昨年より+8 件 

種類  建物火災 21 件 その他 8 件 車両 1 件 

原因  火入れ（3 件） コンロ、ストーブ、電火配線（各 2 件） 放火（1 件） 

       不明（11 件） 

・救急  4349 件（+106 件）  丸岡署 961 件  1 日平均 11.9 件 

要請のない日はまずない。3 件ぐらいは必ず発生する。  

・急病  2628 件  一般 689 件  交通 391 件 

③ 職員数 198 名 丸岡署 36 名 

団員数   あわら団 255 名  坂井団 479 名 

女性団員数 あわら団 4 名   坂井団 12 名 

音楽隊、三国鳶隊、太鼓隊も活動している。 

④ 阪神淡路大震災時の体験   

人命救助に携わる。 

約 35,000 人の救助の内、70%は地域住民による助け。 

自助、共助、公助のそれぞれが大切。地域コミュニティの必要性。 

⑤ 東日本大震災について  

想定を信じるな。できるだけ高い場所への避難徹底。 

「釜石の奇跡」の説明 

  ある小学生が独自の判断で避難したのに、つられて小学生や 

中学生も避難。登校していた生徒は全員助かった。追従本能。 

⑥ 先日の大雪時の状況や対応に対する質問（釣部会員） 

・ 救急要請はあったが、特に出動要請はなかった。 

・ 非番者の自宅待機命令、当番者の増員 

・ 現場から直線距離で一番短い救急車両が出動する。通常より時間がかかる為、一旦出動してしまうと戻っ

てくる前に、次の要請が発生し、通常では考えられない遠くの現場に出動する状況も発生した。 

⑦ 丸岡町外出身者の署員に対する町内住所把握の要請（釣部会員） 

・ 救急連絡時に、住所→状況→電話番号→近くの目標物の順に質問。 

・ 電話番号によるカーナビ使用の提案。（釣部会員） 

＜会員感想＞施設見学も含めて、普段見聞きすることのできない貴重な 

体験となりました。      （文責  瀬野 友伸） 

 

  

消防署内の施設を

一つ一つ見学させ

ていただきました。 

 



 

丸岡ロータリークラブ 
会員数：３３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                     ３月５日（月）  

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 3 月 5 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 21,000円 595,000円 1,115,000円 

ロータリー財団 0 円 445,100円 

米山記念奨学会 0 円 327,000円 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 １１名 

林田幹事 今日は御苦労様です。 

山岸   誕生日を自祝して。 

北    立派な設備の消防署を見学し、心強さを感じま

した。又、誕生日を自祝して。 

下田   結婚記念日を自祝して。前回休みました。 

     オーストラリア（エアーズロック・ケアンズ）

へ行ってきました。 

奥村   結婚記念日（3/29）を自祝して。 

山下   タイに贈った消防ポンプ自動車を見慣れてい 

て、今日は立派な消防車を見てビックリしまし 

た。所用により早退します。 

倉本   結婚記念日を自祝して。 

水﨑   立派な消防署での見学例会。とても良い企画で

す。月末のタイからの研修もよろしくお願いし

ます。５０回目の結婚記念日を自祝して。 

松井   嶺北丸岡消防署職場訪問ご協力ありがとうござ

いました。 

瀬野   素晴らしい施設でした。ありがとうございまし

た。 

竹澤   雪が消えたら花粉の季節です。 

 

◆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 

3/5 ３４ ２７ ６ ０ １ 81.72% 

【メーキャップ】 3/5～3/12 事務局受付分 

 3/9  福井西RC  林田恒正 倉田 

3/12  福井東RC  柿木 3/12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 

2/26 ３４ ２２ １ ９ ２ 71.88% 

 

       東角国際奉仕委員長より 

3/26～30 今年度地区補助金活用事業タイバンコクスラム街の消防防災支援事業を実施します。 

スラム街自衛消防組織の団員２名と通訳１名が訪日します。ここ丸岡消防署での研修です。 

スケジュールが決定しましたので、ご報告します。 

2/26 は、たけくらべ温泉に宿泊ですが、2/27～30 は、水﨑会員、西出会員、私宅にホームステイ

となります。また皆さん、ご協力をよろしくお願い致します。 

３月度祝事 

 

会 員 誕 生 日 

3/1  道木会員  50 

3/3   北会員   76 

3/20  山岸会員   76 

3/28  中島会員  86 

結 婚 記 念 日 

3/17   倉本会員  3/29   奥村会員 

3/18   山下会員  3/29   下田会員 

3/20   水﨑会員  3/28   金会員 

 

ご夫人誕生日の方は 

今月は、 

いらっしゃいません 


