
 

 

  

 

  

平成２９年１２月１８日発行 

平成２９年１２月１８日（月）第 1920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 

お 客 様   鶴田
つ る た

 哲司
て つ じ

  様（京都東 RC） 
      「地区大会 登録推奨お願い」 

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」の概要案内 

  ②田中ガバナー杯野球大会の案内 

  ③2020-21年度地区ガバナーへの推薦者について

滋賀県選出⇒福井県選出に変更 

≪他クラブより≫ 

①創立４０周年記念誌 武生府中 RC 

②鯖江北 RC 解散合併および同事務局閉局案内 

③島原南 RC 会報 

≪その他≫ 

①平成 29年度福井県工業学科課題研究発表会 

 開催  30年 2月 14日（水） 坂井高校にて 

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  新入会員卓話  宮谷 正志 会員 

『これまで学んだこと 

 これから学ぶべきこと』 

20：00 閉会点鐘 

    総 会 

本日の例会  

平成３０年 １月１５日（月）第 1922回例会 
新年会  本田料亭にて 

17：30  受付 

18：00  開会点鐘 

18：20～ 閉会点鐘 新年会へ 

平成３０年 １月２２日（月）第 1923回例会 
ロータリーの友（１月号）解説 

雑誌・広報・ＩＴ委員会 委員 

 祝事・米山奨学金１月分 授与 （王丽琴さん） 

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） 

     『手紙の館が開館して』  

 

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 12/19 

福井北 RC 水 12/20 

福井あじさい RC 金 12/22 1/26 2/9 

3/16 

武生 RC 火 12/26 

敦賀西 RC 木 12/21  1/11 

 
ビジター受付のみ 18：00～18：30 

福井水仙 RC 木 12/21 1/11 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火 12/19 

 



 

  

金 定基 会長挨拶                           １２月１１日（月） 

 先週日曜日１２月３日、X’mas 家族会では親睦委員会、特に竹澤委員長、ご苦労様でした。

大いに楽しませていただきました。 

そして、その２日後の５日、棋士の羽生善治さんが渡辺明さんから竜王位を奪取して、つい

に史上初の永世７冠を達成いたしました。４７歳です。彼が２６歳の時初めて、７冠制覇を成

し遂げているのですが、その時のインタビューが印象的でした。「将棋が強くなるためには、人

格を高める修業が必要とか、人として成長しなければならないとか言われてきましたが、私は 

そうは思いません。将棋が強くなるためには、やはり、将棋の勉強をするしかないのだと思います。」と話してい

ました。良し悪しは別にして、日本には様々な修練の道・技術獲得の道を、精神修養と結び付けて自己研鑽・修行

の道場とみなす文化があるようです。「礼に始まり礼に終わる」の言葉が象徴的ですが、「茶道」・「弓道」然り、最

近話題の「相撲道」然りです。ロータリーにおいても、日本人は例会を道場とみなし、欧米人はクラブ、まさにサ

ロン的な場と捉える感じがあるようです。 

将棋の世界に話を戻して、大山康晴永世名人は「私は小学校しか出ていませんが、

将棋だけを通じて人間的にも成長してきました。」と言っており、将棋界の中にも勝

ち負けだけでなく精神修養の場とみなす強い雰囲気があったように思います。例え

ば、駒を並べる作法・順序と形、負けを認める際の形、勝った後の姿などは師匠より

しっかり教えられるそうです。「人格的に正しくないまたは品性に悖るものは将棋で

も大成できない。」というような考え方があるようです。他の若手棋士が言ったのな

ら、師匠や先輩から小言を言われたでしょうが、当時の羽生さんの場合、26 歳とは

言え７冠制覇を成し遂げた事実上第一人者であり、私の知っている限り反論や小言は

出なかったように記憶しています。 

米山奨学金(１２月分)授与（王 丽琴さん）    １２月１１日（月）  

 
皆さん、こんばんは。 

 いよいよ 12 月に入りました。2017 年もあと 3 週間ぐらいしかないですね。先月に紅葉を見に

行ったばかりだと思っていましたが、急に寒くなりました。 

今年は紅葉を二回見に行きました。一回目は研究室の皆と刈込池に行き、駐車場から喋りなが

ら約 1 時間の登山後刈込池に到着しました。ちょうどトレッキングに最適のコースですね。さわ

やかな汗を流して、途中にきれいな景色を見ながら、ゆっくり楽しみました。そして皆で卒業前 

に美しい思い出を作りたいので、写真もたくさん撮りました。二回目は留学生の仲間 8 人で九頭竜湖の紅葉を見に

行き、懸け橋からとてもきれいな全景を見る事ができました。二度とも天気がとてもよかったので、福井の秋は、

短いですが、今年は秋を満喫しました。 

最近は、雨が多く、積雪したので、やはり福井の冬は私の故郷よりも寒いです。

皆さんも風邪を引かないように気をつけて下さい。年末時期の現在、皆さんは忙

しくなると思います、私も卒業のため一生懸命に実験をやって、データをまとめ

ています。今月中に修論要旨を書き終える予定なので頑張っています。会社から

ビザ更新の資料も届いて、今書類を準備中です。今週中に入国管理局まで手続き

に行きたいと思います。 

あと 2 週間でクリスマスですね。 

皆さんに「Merry Christmas」! 

今度皆さんに会う時は、もう 2018 年になります。今年一年間、 

皆さんにいろいろお世話になりました。ありがとうございました。 

来年もよろしくお願い致します。 

 



 

  

第７回 理事会 議事録             １２月１１日（月）  

【協議事項】    

①１月例会プログラムについて【東角クラブ管理運営理事】 

出席理事全会一致で承認 

②1/15 新年会について【東角クラブ管理運営理事】 

出席理事全会一致で承認 

③プロジェクター・スクリーン購入について【下村公共ｲﾒｰｼﾞ理事】 

下村理事より、上屋敷委員長による説明依頼。上屋敷委員長より、

商品説明。 

東角理事 スクリーン大きい方がよいのではないか？ 

プロジェクターは性能の良い方にして欲しい。 

山下理事 クラブで、今後使用していく備品なので、資金につい

ては、基金から使ってよい。 

見積もり再提出・再審議 

④会員用名刺印刷について 【下村公共イメージ幹事】 

外注にすることに全会一致。（裏面は、アルファベット記載） 

⑤４０周年について【東角４０周年実行委員長】 

記念事業について提案されましたが、事業については、実行委員

会で練ることですので、今理事会では、実行委員会組織並びに正

副部会長の承認をしました。 出席理事全会一致 

⑥グローバル補助金について【東角国際奉仕委員長】 

出席理事全会一致 

⑦次年度（2018-19 年度）理事役員承認について【林田会長ｴﾚｸﾄ】 

出席理事全会一致 

 

【報告事項】 

①11/20 三国 RCとの合同例会 決算報告 

12/3   クリスマス家族会   決算報告 

②関山会員ご祖母様逝去の際の香典について 

③1/11  國神神社新年参拝について 

11 時～ （10時 45分集合） 自由参加 

 

 １月プログラム 

日  時 内  容 

1/15（月） 新年会 本田料亭にて  

1/22（月） 
祝事 米山奨学金（1月分）授与 

ロータリーの友（1月号）解説  

1/29（月） 

外部卓話  

大濃節子氏（接客アドバイザー） 

『おもてなしの心』 

 

卓 話                      １２月１１日（月）  

『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 

○ 疾病予防と治療月間（14～15Ｐ） 

・ グローバル補助や元米山奨学生の縁など、ロータリーの相互扶助の精神が下地にある

事業。 

・ ネットを利用した遠隔医療システムという IT 技術の発展により達成できた事業であ

り、時代を感じる。 

 

○ 世界のロータリーニュース（26～27P） 

・ 記事紹介。グローバル補助金についてか？ 

○ ロータリー日本財団 平成 28 年度事業報告（30P〜） 

・ 支払寄付金と受取寄付金の違いなど、詳細を後日調査する。 

○ パズルｄｅロータリー（37P） 

・ パズルの試行及び答え合わせ。 

・ パズルの答え「テレジア海野」氏。 

○ バギオ基金が広げる奉仕活動（バギオ基金）（24P） 

・ 記事と今回のパズルの答えであるテレジア海野氏の紹介。 

 

 

＜会員感想＞  

丸岡ロータリークラブのグローバル補助金申請が承認されたこともあり、今回のロータリーの友はロータリーク

ラブの国際的な繋がりを感じられる内容だった。                 （文責 瀬野 友伸） 

 



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 

 

委員会報告                   １２月１１日（月）  

◆ロータリー財団◆   寄付者 １２名 
南  林田千之 下田 金  奥村 山下 下村 

倉本 水﨑   竹内 松井 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者 １０名 
林田千之 下田 金  奥村 山下 下村 

倉本   竹内 松井 竹澤 

◆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 

12/11 ３５ ２３ １０ １ １ 67.65% 

【メーキャップ】 12/11～12/15 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 

11/27 ３５ ２６ ０ ７ ２ 78.79% 

 

◆寄付金の状況 ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 12月 11日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 25,000円 417,000円 877,000円 

ロータリー財団 34,000円 322,100 円 

米山記念奨学会 13,000円 235,000円 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 １４名 

金会長  12 月 3 日Ｘ’mas 家族会 親睦委員会

の皆さん御苦労様でした。 

林田幹事 ３日のクリスマスパーティー久しぶ 

りに楽しかったです。若い会員の皆さ

んのご夫人と会いたかったです！ 

北    先日のＸマス家族会 親睦委員の皆 

様に大変お世話になりました。 

下田   上屋敷さん「友」解説ご苦労様です。 

奥村   上屋敷会員 友解説よろしくお願い 

します。 

山下   寒くなりました。風邪をひかないよう

注意しましょう。上屋敷さん 今日は

ご苦労様です。 

下村   上屋敷委員長 今年最後の解説よろ 

しくお願いします。 

倉本   先週のクリスマス家族会は楽しかっ 

たです。特に孫たちは非常に喜んでい

ました。 

水﨑   さすが 12 月寒さが堪えます。先日の 

クリスマス家族会楽しかったです。竹

澤さんご苦労様でした。 

 

柿木  妻の誕生日を自祝して。 

竹内  誕生日を自祝して。上屋敷会員 ﾛｰﾀﾘｰの友解説 

よろしくお願いします。 

松井  誕生日を自祝して。上屋敷会員 ﾛｰﾀﾘｰの友解説 

よろしくお願いします。 

瀬野  誕生日を自祝して。 

竹澤  家族大会ご出席ありがとうございました。 

上屋敷さん 友解説よろしくお願いします。 

 

山下 直前会長より（杉本前年度国際奉仕委員長 欠席の為） 

私が会長の時から申請を始めました国際ロータリーのグローバル補助金の申請許可がおりました。

68,000＄ 1＄＝105 円換算で、7,140,000 円の大きな事業が、ようやくスタートになりました。 

申請に携わった東角委員長・杉本委員長・松井会員・現地の通訳田口さんご苦労様でした。 

補助金が下りたこれからが本番となります。3 年間は事業実施となります。今後とも、皆様のご協

力をよろしくお願い致します。まずは、ご報告まで。ありがとうございました。 

 

 １２月度祝事 

結婚記念日 

12/2  瀬野会員 会 員 誕 生 日 

12/5  松井会員 52 

12/9  瀬野会員 45 

12/11 関山会員 41 

12/28  竹内会員 47 

 

会 員 夫 人 誕 生 日 

12/11 柿木会員夫人 まり子様 


