
 

 

  

 

  

平成３０年 ３月１９日（月）第 1930回例会 

19：00   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地区大会「新会員ｾﾐﾅｰ」 当日のｽｹｼﾞｭｰﾙ 

②18-19年度クラブ訪問について 

（地区財団資金推進委員会） 

≪他クラブより≫ 

①福井水仙 RCより 音楽の森コンサート案内  

≪その他≫ 

①講師派遣について 福井財務事務所 

 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  外部卓話 

 福井信用金庫 丸岡営業部 部長 

 中山 隆一郎氏  

 『金融機関の昔と今』 

20：00 閉会点鐘 

平成３０年３月１９日発行 

本日の例会  

平成３０年 ４月 ２日（月）第 1932回例会 
祝事  外部卓話  

平成３０年 ４月 ９日（月）第 1933回例会 
ロータリーの友（４月号）解説 

  前川雑誌広報ＩＴ委員 

平成３０年 ４月１６日（月）第 1934回例会 
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 

平成３０年 ４月２３日（月）第 1935回例会 
外部卓話  

 

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 

例会終了後 小松屋にて 懇親会 

★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 

 

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 3/27 

福井あじさい RC 金 4/13 6/29 

武生府中 RC 木 3/22 4/5,19 

敦賀西 RC 木 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 

 



 

昨日は３月１１日、あの大地震と津波・原発事故の悪夢から７年が過ぎました。まだ行

方不明者が二千数百人もおられるとのこと、ご家族にとっては勿論、私共にとっても震災

はまだ終わっていないんだと思います。また、私共もいつ襲い来るかわからない災害を、

念頭に置かなければならないと肝に銘ずるべきだと思います。そういえば、震災復興税も

まだ払い続けていますね。 

坂井地区医師会でも、熊本を中心に起こった直下型地震の後、災害・救急医療委員会を

立ち上げ、勉強会を開いたり話し合ったりしながら、災害医療対応マニュアルを作成いた

しました。そこで、最も時間をかけて議論されたのがやはり、情報の収集と伝達でした。 

先月の大雪の際もそうでした。市や県からは様々なＦＡＸが続けさまに送られてくるのに、回線がパンク状態で返

事をＦＡＸ送信できない。電話も話し中でつながらない。委員会や講演会の中止などの知らせなら良いのですが、

診療の可否や患者受け入れの問い合わせ、また、在庫の有無などの問い合わせは、一方通行の質問だけで意味の無

いものとなっていました。 

災害救護の経験者からの聞き取りからは、やはり、ＦＡＸや電話は役に立たず、メール・ＬＩＮＥが最も利用さ

れやすかったそうです。特にＬＩＮＥは会話的に情報交換ができ、複数が同時に意思疎通できるというメリットが

あり、最適な手段だと考えています。 

私は個人的には、デジタル化されすぎた社会は好きではありませんが、今回の雪の際にも電話・ＦＡＸは当てに

ならないと痛感し、２週間程前についにスマホデビューしました。なんと、６０歳以上の初スマホ割引と言うもの

がありました。スマホは嫌いですが便利です。 

今後はクラブの中でも、ＬＩＮＥを活用した迅速な情報伝達・情報交換が必要になってくることになるのではな

いでしょうか。要検討課題だと思います。 

 

金 定基 会長挨拶                           ３月１２日（月） 

 

 

・ローターアクトの 50周年を祝いましょう（イアンＨ．ＳライズリーＲＩ会長） 

何年もの間、ローターアクトの価値を見誤っていました。ローターアクターは、ロー

タリーの奉仕活動における真のパートナーです。しかし、ＲＡＣを提唱しているＲＣ

は 27％で、この割合は長年変わっていません。ローターアクト卒業後にＲＣに入会す

る人も少数です。50 周年を迎えた今、全てのＲＣにＲＡＣの提唱、関係強化を呼び掛

けます。 

 

 

・【特集】水と衛生月間 

「レインボーネシアに輝く水と笑顔のプロジェクト」 

仙台ＲＣとミクロネシア連邦ポンペイ 

「健康に、健全に生きる権利を支えて」 

さいたま欅ＲＣとタイ・チェンライ 

「ハノイの平和村に快適な水環境を」 

彦根ＲＣとベトナムのハノイ 

「グローバル補助金を活用（検討）した取り組み」 

インド、台湾、韓国、フィリピン 

 

『ロータリーの友（３月号） 解説』    下田 重道 雑誌広報ＩＴ副委員長 

 

卓 話                       ３月１２日（月）  



・ローターアクトからロータリーへ 

○「人生が豊かに」鹿児島東南ＲＡＣ元会員 今柳田幸代（2730 ｼﾞｬﾊﾟﾝｶﾚﾝﾄﾛｰﾀﾘｰＥｸﾗﾌﾞ） 

「20 代の若者が集まって活動し

ているクラブがあるから参加して

みないか。きっと君の人生が豊か

になるよ」と声を掛けられたこと

がきっかけです。ロータリアンに

なって感じることは、出会いや学

びの幅が広がったことです。いつ

かＲＡＣを提唱できるクラブに成

長できたらと思っています。 

○「ローターアクトクラブと不思議な縁」福岡ＲＡＣ元会員 内藤 学（水戸ＲＣ） 

1983 年、23 歳の夏、新人として赴任した九州・福岡の地で、会社の先輩に誘われて行ったのが福岡ＲＡＣの

例会でした。福岡を離れるまで 4 年間在籍しました。時を経て 2009 年の夏、友人に誘われて水戸ＲＣに入会

しました。かつて自分がローターアクターだったことを誰にも言っていませんでしたが、2012 年ローターアク

ト委員長を拝命、水戸ＲＡＣの立て直しに取り組むという、不思議な縁を感じました。妻は福岡ＲＡＣ時代の

仲間です。 

 

・国際競技会リポート（2018－19年度ＲＩ会長、バリー・ラシン氏のあいさつより） 

サン・テグジェペリの言葉に「船を造るのなら、材木を集めたり、切ることから始めるのではなく、果てしな

く続く広大な海への切望の気持ちを育むことから始めなさい」とあります。皆さんの仕事は、よりよい世界を築

くことです。そのためには、プロジェクトの計画や役割分担から始めるのではなく、クラブや地区の皆さんにイ

ンスピレーションを芽生えさせてください。 

 

・食事を見極める今から始める際の三原則（フードアナリスト・栄養士 笠井奈津子氏） 

①自分にとって必要なものか。自分の食事記録を付けてみる。 

②隠れた敵はいないか。添加物に要注意。 

③心と体、今、どっちに自分の栄養を与えたいか。これを食べると気持ちが元気になる「心の栄養」も大事。 

＜会員感想＞ 

「ぽっくりと 逝きたいくせに 医者通い」 

「悪いとこ 無い筈はないと 医者を替え」 

「診察券 ポイント制なら すぐハワイ」 

ロータリー柳檀に投稿を続ける神奈川東ＲＣの米寿会員の作。 

とても楽しそうです。             （文責 前川 徹） 

 



 

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  

委 員―倉田教信 竹内伸一 前川 徹 

川上純幸 

委員会報告                    ３月１２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 12日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 15,000円 610,000円 1,130,000円 

ロータリー財団 13,000円 458,100円 

米山記念奨学会 13,000円 340,000円 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 １０名 

金会長  結婚記念日を自祝して。 

林田幹事 山下さん おんぶに抱っこでよろしくお願い

します。下田さん 解説ご苦労様です。 

下田   「友」解説をさせて頂きます。 

山下   雪が融けたら花粉症が大変です。財団と米山の

寄付のお陰で少々税金が還付されます。下田さ

ん 今日はご苦労様です。 

倉本   下田様 ロータリーの友解説御苦労様です。 

水﨑   下田さん 解説御苦労様です。 

竹内   下田会員 本日のロータリーの友解説よろし

くお願いします。 

松井   本日 所要の為早退させていただきます。 

道木   下田様 ロータリーの友解説ご苦労様です。 

竹澤   下田さん 友解説よろしくお願いします。 

 

◆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 

3/12 ３３ １８ １０ ２ ３ 60.00% 

【メーキャップ】 3/13～3/16 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 

3/5 ３４ ２７ ０ ６ １ 81.82% 

 

    東角国際奉仕委員長より 

お知らせしていますように、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

防災支援事業で、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。 

3/26 例会は、プラティープ財団のプラティープ氏に卓話をお願いしています。公開例会とし、タ

イの支援活動に携わってきた方々も数名出席予定です。（理事会承認済） 

例会後 8：15～小松屋にて懇親会を開催予定です。案内は、後日発送しますのでどうぞご参加く

ださい。 

 

タイのスラム自衛消防隊員　招聘スケジュール

日 行程 内容 朝食 昼食 夕食 宿泊 ｻﾎﾟｰﾄ 備考

25
(日)

成田着⇒品川 移動
ホテル
（品川）

東角
ﾌﾟﾗﾃｨｰﾌﾟ氏、通訳、研
修生2名

26
(月)

品川⇒羽田空港⇒小松空港⇒東

尋坊・丸岡城⇒例会⇒小松屋⇒

たけくらべ

移動･観光･例会 ホテル 空港
例会後懇親会
（小松屋）

たけくら
べ温泉

東角
南（三国RC）
水崎

小松屋⇒たけくらべ
は、竹内車

27
(火)

たけくらべ温泉⇒坂井市役
所⇒丸岡高校⇒丸岡消防署

午前:表敬訪問
午後:嶺北丸岡消
防署で研修

たけくら
べ

一筆啓上
茶屋
そば

東角宅　ｶﾚｰ 東角宅 林田幹事･水崎･東角
表敬訪問後ﾌﾟﾗﾃｲｰﾌﾟ氏
芦原温泉駅⇒大阪駅

28
(水)

東角宅⇒丸岡消防署
嶺北丸岡消防署で
研修

東角宅 弁当 東角宅　ﾁﾗｼ寿司 東角宅 東角

29
(木)

東角宅⇒丸岡消防署
嶺北丸岡消防署で
研修

東角宅 弁当 水崎宅 すき焼き 水崎宅 水崎

30
(金)

水崎宅⇒支所前9:00
県内観光
ﾄﾏﾄﾏｲｸﾛﾊﾞｽ

水崎宅 外出先 西出宅　ﾗｰﾒﾝ 西出宅 水崎･東角･西出･STOB
STOB：ｽﾀﾃﾞｨﾂｱｰに参加
した高校生

31
(土)

福井⇒大阪  午前中 移動 西出宅 東角･西出

◆ロータリー財団◆   寄付者 １０名 
釣部 林田千之 北  下田 金  倉本 竹内 

松井 道木   竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者 １０名 
釣部 林田千之 北  下田 金  倉本 竹内 

松井 道木   竹澤 


