
 

 

  

 

  

平成３０年 ４月 ２日（月）第 1932回例会 

19：00   開会点鐘 

君が代・ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「四つのテスト」 斉唱 

会長挨拶  金 定基  会長 

祝  事  ４月  会員誕生日・結婚記念日 
夫人誕生日 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

① 【地区大会】本会議当日についての連絡 

② ＲＩ日本事務局経理室から 

2018年 4月のレートのお知らせ 

1ドル＝104円（ご参考：3月＝108円） 

≪その他≫ 

① 丸岡城桜まつり協賛お礼 

② 講演プログラムについて 

福井大学医学部附属病院より 

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  外部卓話 

丸岡城天守を国宝にする市民の会  

     理事長 大濃 孝尚 様 

      『 ＫＡＩＺＥＮ 』 

20：00 閉会点鐘 

 

平成３０年４月２日発行 

本日の例会  

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 ４月 ９日（月）第 1933回例会 
ロータリーの友（４月号）解説 

  雑誌広報ＩＴ委員会 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 4/12 6/28 

福井あじさい RC 金 4/13,47 6/29 

三国 RC 金 4/27  6/22,29 

武生府中 RC 木 4/5,19 5/24,31 

大野 RC 水 4/4 5/23,30 6/27 

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 

 

大雪を乗り越えて 

今年も桜が開花しました。 

今が見頃です(^^)/ 



 

  

ドゥアン・プラティープ財団の創始者であり理事長のプラティープ・ウンソンタム・

秦様をお迎えしました。通訳をしていただいているのは、ミンブン・秦さん、プラティ

ープさんの息子さんです。そして、ウィラテー・ナークパックディーさん、アナン・ワ

ンプルックさん。お二人はクロントイスラムの自衛消防団員で、今回嶺北消防署で消防

に関してトレーニングを受ける予定です。頑張ってください。皆様を、春の丸岡にお迎

えできて光栄です。 

さて、話は変わります。あるクラブの入会間もないモータリアンが、先輩に「どうだ、

例会には慣れたかね。」と聞かれて、「雰囲気には慣れてきましたが、話されている内容 

がなかなか頭に残ってくれません。」と答えたそうです。そこで先輩は次のような話をしたそうです。 

スイスの片田舎で、老婆が籠の中に羊の毛を入れて、小川の流れに浸して洗っていました。そこに神父さんが通り

かかり、「お婆さん、貴方は毎週教会に来て私の話を聞いているから、さぞかし物知りになったでしょうね。」と話

しかけました。するとお婆さんは、「いや、聞いてもすぐに忘れてしまい、何も覚えていません。」神父さんは「ほ

う、それは困った。」、お婆さん「神父さん、この籠の中にはドンドン水が入ってきますが、すぐ籠から流れ出てい

きます。しかし、籠の中の羊の毛はこんなに綺麗になっているでしょう。私も神父さんの話を聞いては忘れ、聞い

ては忘れしますけど、それで私の心も少しは綺麗になっていると思いますよ。」と答えたそうです。 

先ずロータリーと言う環境に身を浸すつもりで、例会出席が大事だという事ではないでしょうか。 

 

 

金 定基 会長挨拶                           ３月２６日（月） 

 

東角国際奉仕委員長より 

先ほども紹介ありましたように、本日はタイバンコクよりプラティープ財団創始者であり、現理事

長のプラティープ・ウンソンタム・秦様、息子様（ミンブンさん）、明日から消防署で研修される自

衛消防団のお二人をお招きしました。そして、公開例会にさせていただきましたので、タイスタデ

ィツアーに参加した高校生６名と先生、また２０数年来プラディープ財団を支援している沢﨑さ

ん、わっか保育園園長中村さんもお越しです。 

ドゥアン・プラティープ財団の創始者・理事長のプラティープ・ウンソンタム・秦様 をお迎えして 

                                   

外部卓話                    ３月２６日（月）  

米山奨学金(３月分)授与＆終了式（王 丽琴さん）  ３月２６日（月） 

 
皆さん、こんばんは。お久しぶりです。先週福井に戻って卒業式に

参加し、学位記をいただきました。皆さんのお陰で、順調に卒業する

ことができました。明日いよいよ福井を離れて職場のある神奈川県へ

行きます。最後の丸岡ロータリークラブでの例会で、時間が経つのが

早いと感じています。この一年間で毎月の例会をきっかけに、少しず

つ皆さんと交流できました。この近況報告と卓話を行うことで、人前 

で話すのが苦手な私は以前よりも進歩したと感じています。これは奨学生になったからこそ、勉学以外の成長だと

思います。福井に来てからもう 3 年間になり、楽しい生活を送ることができました。特に学生生活の最後の一年

間、就職と卒業など重要なことがある時期に、こんなに優しい皆さんに出会うことができて、幸せです。これから、

社会人としても、福井での生活と福井で出会った皆さんを忘れずに前向いて、仕事を頑張り続けます。 

そして、水崎さんにも心より感謝したいです。この一年間、毎回わざわざ遠い学校ま

で送っていただきました。本当に一年間皆さんから大変お世話になりました、ありがと

うございます。お元気で。 

 

米山奨学会のロゴマーク 

水﨑米山カウンセラーへ 

米山奨学会より感謝状贈呈 

『１年間ありがとうございました』 



  

 

『丸岡ロータリークラブ様創立４０周年に寄せて』 

丸岡ロータリークラブの会員の方々におかれましては、会社や自治体の経営

者・責任者として事業を円滑にするためにご尽力されるとともに、国内外の社会

奉仕面においても幅広くご活躍されておられます。そうした中、２０１３年横山

様と丸岡ロータリークラブの皆様にはスラム地区に対しての支援の手を差し伸

べていただき、中型消防自動車と付属品、中古自転車などの寄贈を受けました。 

当財団のクロントイ消防隊は、１９９１年にスラム地区およびバンコク周辺地区の人命救助と消火活動を推進する

目的でスタートしました。ちなみに、２０１７年にスラム地区で火災が発生した件数は６件、全焼した家屋は８３

世帯に及んでいます。火災発生時には、寄贈いただいた消防自動車はもちろんのこと、付属品等を大いに役立たせ

ていただいております。当財団のクロントイ消防隊は、火災発生時の消火活動ばかりではなく、消防隊員ボランテ

ィアや地域住民たちを対象に、消火器の使い方や消火方法のテクニックについて説明会を行ったり、近郊の小中学

校において消防訓練指導も手がけています。さらに交通事故現場に直行して負傷者を救助し緊急病院へ運んだり、

洪水時に病人を病院へ送迎したり、危険動物の退治なども担っています。 

 丸岡ロータリークラブ様は、タクアパロータリークラブ様と共に友好慈善事業として、津波被災地の子供たちを

対象にした図書館支援活動を実施されました。そして創立４０周年の記念事業として、タイ人２名を消化予防対策

のトレーニングの為に日本に招聘いただくことになりました。最後になりましたが、財団職員一同及び大勢の子供 

たちに代わりまして、丸岡

ロータリークラブ現会長の

金定基様並びにメンバーの

皆様の長年にわたる社会奉

仕へのご活躍を称えるとと

もに、丸岡ロータリークラ

ブ様創立４０周年を心より

お祝い申し上げます。 

＜会員感想＞ 

スラム街の成り立ちから財

団設立の経緯など、貴重な

話を聞かせていただきあり

がとうございました。 

（文責  瀬野 友伸） 
記念品を贈呈いただきました。 

 

丸岡消防署での 

研修が、３/３０ 

福井新聞 地域面

の記事に 

なりました(^^)/ 

２６日～３０日までの 

研修や観光内容等は、４月１６日の 

例会時に詳しくご報告します。 

無事に帰国しました。 

ご協力ありがとうございました。 

 



  

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  

委 員―倉田教信 竹内伸一 前川 徹 

川上純幸 

委員会報告                    ３月２６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 26日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 21,000円 654,000円 1,174,000円 

ロータリー財団 16,000円 490,100円 

米山記念奨学会 12,000円 366,000円 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 １５名 

金会長  プラティープ様御一行を歓迎致します。 

中島   誕生日を自祝して。85 歳の大台にのりました。  

南    タイ国の皆様ようこそおいでくださいました。 

北    プラティープ財団の皆様 ようこそ丸岡へ。心

より歓迎致します。 

下田   ようこそプラティープ財団理事長様、御一行様 

奥村   プラティープ財団理事長様そしてご一行の皆

様 ようこそ日本へ、そして丸岡へ。心から歓

迎いたします。 

林田恒正 プラティープ財団の皆様 ようこそ！丸岡へ。

心より歓迎します。 

山下   プラティープさんと息子さん そして、消防士

のお二人さん ようこそ丸岡へ。楽しんで帰っ

て下さい。 

倉本   プラティープ財団理事長様 遠方ごくろうさ

まです。王さん 一年間ご苦労様でした。 

倉田   王さん お元気そうでなりよりです。プラティ

ープ財団のみなさん ようこそ！ 

水﨑   プラティープさんはじめタイ国の皆様 よう

こそ丸岡へおいで下さいました。日本の春を楽

しんで下さい。 

◆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 

3/26 ３２ ２３ ７ ０ ２ 76.67% 

【メーキャップ】 3/19～3/23 事務局受付分 

  3/18 ＰＥＴＳ   林田千之 3/26分 

  3/22 武生府中RC 柿木   4/2分 
  3/27 福井南RC  柿木   4/9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 

3/19 ３２ ２２ ０ ７ ３ 75.86% 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者 １０名 
中島 下田 金  林田恒正 倉本 水﨑 杉本 

松井 川上 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者  ８名 
中島 下田 金  林田恒正 倉本 

松井 川上 竹澤 

杉本   ようこそ丸岡へ！ 

松井   プラティープ財団のみな様 ようこそ。 

川上   プラティープさんはじめタイの皆様 ようこそ丸岡へ。

本日はよろしくお願い致します。 

竹澤   プラティープ財団の皆様 丸岡ＲＣへようこそ！今日は

よろしくお願いします 

 

金会長 挨拶 漸く雪が消え暖かい日が訪れたなと思っていたところ、また肌寒い日々が続き

ハラハラしておりましたが、一昨日よりこの気候です。このようなうららかな春にプラティー

プさんご一行をお迎えすることができました。改めて歓迎申し上げます。日本の春と言えば「桜

の宴」と行きたいところですが、ともに桜を愛でるにはあと数日はかかりそうですね、そう贅

沢は言えないところです。懇親の場ですから、気持ちを込めて、話に花を咲かせるようお楽し

みいただきたいと思います。 

 

 山下直前会長の

発声にて乾杯 

奥村会員の音頭

で 一本締め 

最後は、笑顔で 

♫手に手つないで

(^^♪ 


