
 

 

  

 

  

平成３０年 ５月 ７日（月）第 1936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  ５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 次年度の新世代育成基金補助金について 

② 国際ロータリー2018年 5月のレート 

 1＄=108円（4月 1＄＝104円） 

  ③ 2018-19年度公式訪問についてのご案内 

  ④ ｸﾗﾌﾞ定款・細則ｱﾝｹｰﾄ結果の報告 

  ⑤ 2017-18年度社会奉仕事業報告書提出願い 

≪他クラブ≫ 

① 子どもの貧困対策フォーラム 

5/12（土） 福井ＲＣ 主催 

チラシあります。 

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 

    タニロッソ 

 トランぺッター 

谷口 浩和 様 

『 いくつになっても 

夢は叶えられる 』 

20：00 閉会点鐘 

 

平成３０年５月７日発行 

本日の例会  

平成３０年 ５月２１日（月）第 1938回例会 
クラブフォーラム『出席率向上の為に』 

★お願い★グループ分けをします。 

5/14までに出欠連絡してください。 

平成３０年 ５月２８日（月）第 1939回例会 
会員卓話 山下 健治 会員 

平成３０年 ５月１４日（月）第 1937 回例会 
ロータリーの友（５月号）解説 

   山岸 雑誌広報ＩＴ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 6/28 

福井あじさい RC 金 6/29 

福井南 RC 火 5/15,22 

福井西 RC 金 5/11 

三国 RC 金 6/22,29 

武生府中 RC 木 5/24,31 

敦賀西 RC 木 5/10,17 

大野 RC 水 5/23,30 6/27 

 
ビジター受付のみ 18：00～18：30 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火 5/15 

福井水仙 RC 木 5/17 

 



 

昨日は道木委員長はじめ社会奉仕委員会の皆さん、ご苦労様でした。大変な反響があり、

素晴らしい企画だったと思います。 

良い話はここまでです。最近例会出席率の低下が目立っています。これは出席委員会の問

題とか情報委員会の問題ではなく、我々丸岡ＲＣ全員の問題、丸岡ＲＣの例会の在り方の問

題だと考えなければならないと思います。一月後の５月２１日に、「出席率向上のために」

をテーマとして、クラブフォーラムを予定していますが、我々一人一人がそれぞれの立場か

ら、出席率低下について「なぜ」・「どうすれば」を、考えて欲しいと思います。そこで、私

が入会したころ繰り返し先輩会員から言われたことをここでお話いたします。 

ロータリーの例会出席と親睦 

ロータリーライフの中で最も大切にしなければならないことは例会の出席です。原則、事業と専門職種の代表が

毎週一回集まって、ロータリーの理念を学び、さらにお互いの職業上の発想を交換しながら、自らの職場や業界に

取り入れなければならないような、職業上のノウハウを学ぶ学習の場が例会です。職業奉仕とは自らの職業に関連

を持つ全ての人々に、profit を公正に share しながら、事業を継続的に発展させてゆく方法ですから、例会がうま

く機能していれば、会員に計り知れないメリットをもたらすはずです。 

例会で語られる事業上の発想の交換は、それを本音で語ろうとすれば、事業の機密や致命的な弱点にも触れる必

要が出てくるでしょう。従って、クラブの会員は本音で付き合いができる固い友情で結ばれていることが前提とな

ります。 

どんなことでも相談でき、どんなことを相談しても、我が身の不利にならないことが保証されるような、クラブ

の会員全員が固い友情で結ばれている状態を、ロータリーでは「親睦」と呼んでいるのです。親睦活動は、ゆるぎ

なき親睦を作り上げるための手段の一つにすぎません。 

クラブ毎、また同じクラブでも時代により個性はあってしかるべきですが、原則、例会と親睦はかくあるべきな

のではないでしょうか。残念ながら今の我々の現状とは隔たりがあります。一月かけてみんなで考えてみようでは

ありませんか。 

 

金 定基 会長挨拶                           ４月２３日（月） 

地区研修・協議会４/1５参加報告          ４月２３日（月）  

竹澤俊彦 次年度ロータリー財団委員長より 

４/１５地区へロータリー財団の委員長として研修に行ってきました。 

★グローバル補助金（ＧＧ）について 配布しました資料をご覧ください。2 か国以上のクラブ・地

区が 6 つの重点分野（①平和と戦争予防／紛争解決②疾病予防と治療③母子の健康④水と衛星⑤基本

的教育と識字率向上⑥経済と地域社会の発展）に関するプロジェクトを共同提唱し、立案、実施する 

国際プロジェクトに授与されます。事業規模 30000＄以上が対象です。 

★地区補助金（ＤＧ）について 地区やクラブの裁量で、地元社会や海外で実施する人道的・教育的・社会的な多

種多様な奉仕事業に使用することができます。クラブがロータリー財団に寄付をした金額が 3 年後に補助金とし

て、授与されます。前向きに事業を計画して、補助金を有効に利用できるクラブにしていきたいと思います。 

東角操 次年度奉仕プロフェクト委員長(会長エレクト)より 

職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕とりまとめて担当することになりました。次年度からは、

地区でも、職業奉仕と社会奉仕は、一体化する方向になるようです。次年度でも、地区での奉仕委員

会別の研修が予定されていますので、各委員長就任予定者は出席してください。 

また、先ほど、竹澤次年度財団委員長よりもありましたが、地区補助金は、丸岡ＲＣでも国際奉仕委 

員会で活用している人道的奉仕への補助金については、３年前の一人当たり年次寄付実績の２５倍の額 2018-19 年

度限度額は、丸岡ＲＣ１人当たり実績１５１＄×２５倍３，７７５＄または、クラブの自己資金拠出額の２倍の額

が最高限度額になります。次年度西出国際奉仕委員長は、５０万円をクラブで拠出し、１００万円の補助金の申請

をします。したがって、１５０万円の事業を予定しています。 



  

 

 

人々のライフプランにトータルにかかわっていきたいアスピカの「葬祭」の分野を担当す

るのが、「はくれん」です。突然訪れる悲しみの知らせに 24 時間体制で対応し、あらゆる

宗旨宗派に応じた祭壇の種類を決定し、葬儀の段取り会場の準備、そして当日の進行まで、

親族の方々の支えとなって活動します。一般家庭はもちろん、団体・企業まで、あらゆる

スケール、さまざまな演出ニーズにお応えしながら、心に残るあたたかな葬儀をお届けし

たいと考えています。 

相談の内容は 3 つに分かれます。 

① 葬儀の流れ 

・何をしないといけないか（葬儀会社への連絡、お寺への連絡） 

・葬儀会社と通夜葬儀の打ち合わせ 

福井の特徴＝廻り焼香と廻し焼香の違い、 

骨箱は分骨（本山、お寺、お墓など） 

② 葬儀の費用 

・全国平均 ２００万円  お布施 ４７万円・安くして下さいと言われるが２５万円から３０万円はかかる。 

・固定費（棺、人件費、施設使用料など）変動費（料理、引出物など）、お礼（お寺関係）  

③ 家族葬について 

・家族葬も密葬も、お呼びする方をご親族や近しいご友人に限定したご葬儀ですが、異なる点があります。家

族葬はお通夜・告別式を行いますが、密葬はご親族や近しいご友人でご葬儀（密葬）を終えた後、日を改めて

一般の方をお呼びして本葬を行います。 

・安く上げようとして家族葬を選んでも香典が入らないことを認識しないと思い通りにならないことになる。  

『 事前相談のススメ 』 

   (株)アスピカ はくれん事業部     福井本部支配人 丹尾 宏司 様 

 

外部卓話                     ４月２３日（月）  

＜会員感想＞ 今日はアスピカホール福井本部支配人・丹尾宏司氏、主任・清水貴裕氏をお迎えし、葬儀の流れな

どを詳しくお聞きしました。生老病死は人として生まれてきた私たちに平等に与えられた４つの苦労です。必ず

やってくるお別れをいかに意義のあるものにするかを考えさせられるお話でした。    （文責 倉田 教信） 



 

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                    ４月２３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 

 4 月 23日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 13,000円 717,000 円 1,754,500円 

ロータリー財団 17,000円 559,100 円 

米山記念奨学会 15,000円 424,000 円 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 １６名 

金会長  道木委員長はじめ社会奉仕委員会の皆様 昨

日は御苦労様でした。 

林田千之 昨日は、バツイチ婚活御苦労様でした。 

今日は、近い将来お世話になるアスピカさん 

よろしくお願いします。 

北    (株)アスピカの丹尾様 本日卓話よろしくお

願い致します。 

下田   アスピカ様 卓話ありがとうございます。 

山下   昨日行われた「バツイチ婚活」道木委員長他

委員会の皆様ご苦労様でした。 

東角   社会奉仕委員会の皆様 昨日のバツイチ婚事

業ご苦労様でした。所用の為早退致します。 

倉本   暖かい日がつづきます。年がいくと寒いより

はいいですね！ 

倉田   (株)アスピカはくれん事業部福井支配人丹尾

宏司様 卓話楽しみにしております。よろし

くお願いします。 

水﨑   社会奉仕委員の皆様 過日の婚活事業御苦労

様でした。 

杉本   丹尾様 卓話よろしく！ 

竹内      大変申し訳ございませんが本日早退させてい

ただきます。すみません。 

三寺   昨日のバツイチ婚活では、参加者の笑顔が見

れて、僕も幸せをもらいました。ありがとう

ございます。 

 

◆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 

4/23 ３２ ２２ ７ １ ２ 73.33% 

【メーキャップ】 4/21～5/2 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 

4/16 ３２ １８ ４ ８ ２ 73.33% 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者 １２名 
林田千之 下田 金  倉本 倉田 水﨑 杉本 

竹内   松井 道木 川上 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者 １１名 
中島 林田千之 下田 金  倉本 倉田 竹内 

松井 道木   川上 竹澤 

        

 

６組カップルが成立し、イベントが終了後にも１組カップルになっていました。参加者からも離婚

経験者限定の婚活イベントはなく、今回はよい機会だったと好評でした。アンケートやお礼のメー

ルでも感謝の言葉をたくさんいただきました。今回は事業を通じて委員会メンバーと意見を交換し

ながら、一つ一つ手作りで準備し、ＪＣ時代には多々やった事業を思い出しました。 

事業を通して、参加者に喜んで頂いたことはもちろんですが、会員同士の親睦を深めることができ、とても有意義

な事業を開催できたと自負しています。 

  

松井  バツイチ婚活事業 ご苦労様でした。楽しく時間を過ごせ

ました。アスピカの丹尾様 卓話お願いします。 

道木  丹尾さん 卓話よろしくお願いします。昨日のバツイチ婚

活事業に参加された方どうもありがとうございます。 

川上  アスピカ様 本日はよろしくお願いします。 

竹澤  バツイチ婚活イベント行けずに申し訳ありませんでした。

アスピカ様卓話よろしくお願いします。 

バツ１婚活事業報告                 社会奉仕委員会 

               プログラム委員会  
4/22（日）たけくらべ温泉にて バツ１婚活イベント 開催しました。 

 道木宏昌 社会奉仕委員長より 

1 対 1 の自己紹介タイムの後、

軽食を取りながらの 

フリータイムで、お目当ての

人と対話していました。 


