
 

 

  

 

  

平成２９年１２月２５日（月）第 1921回例会 

19：00   開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「それでこそロータリー」 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第 2回社会奉仕委員長会議開催の案内 

2/4 リーガロイヤルホテル京都にて 

  ②会員増強アクション会議の案内 

3/3 京都商工会議所にて 

  ③地区大会 青少年奉仕フォーラムＰＲチラシ 

≪他クラブより≫ 

①鯖江 RC 鯖江北 RC 合併挨拶 

≪その他≫ 

①12月 24日午後 12時 35分  

タクアパ RCロッジャナー前会長 ご逝去 

享年 52歳でした 

 

 

 

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   

武曽素行氏（手紙の館館長） 
      『手紙の館が開館して』  

20：00 閉会点鐘 

     

平成２９年１２月２５日発行 

本日の例会  

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３０年 １月２９日（月）第 1924回例会 
外部卓話 大濃節子氏（接客アドバイザー） 

『おもてなしの心』 

 

平成３０年 １月１５日（月）第 1922回例会 
新年例会  本田料亭にて 

17：30～ 受付開始 

18：00～ 例会 開会点鐘 

会長あいさつ 

幹事報告 

委員会報告 

40周年実行委員会 

18：50  例会  閉会点鐘 

19：00～  新年会 

20：30 

 

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 1/18 3/8 

福井西 RC 金 1/12 

福井南 RC 火 1/9 

福井あじさい RC 金 1/26 2/9 3/16 

武生府中 RC 木 12/28 1/18 

敦賀西 RC 木 1/11 

大野 RC 水 1/10,17 2/14 

 

ビジター受付のみ 18：00～18：30 

福井水仙 RC 木 1/11 

 



  

出席会員に承認されました 

林田会長エレクトより 2018～2019 年度 理事役員について発表 

金 定基 会長挨拶                           １２月１８日（月） 

先月に引き続き、ロータリーの標語についてお話します。 

１９１０年最初の全米ロータリー大会にてシェルドンの唱えた「He profits most who 

serves his fellows best」は、２００４年の規定審議会で「They profit most who serve best」

に変わりましたが、日本語訳「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」は変わっていま

せん。また、この大会の最終日にミネアポリスロータリークラブ会長、フランク・コリンズ

が、自分のクラブで採用し、厳守してきた原則は「Service not Self(無私の奉仕)」であり、 

これによってクラブを組織し、新しい会員にもこの精神を学ばせるのが良いと述べました。この標語も参加者の賛

成を得たのですが、後に、人は皆自己を尊ばなければならないし、また、自己を守らなければならない。それなら

ば自己を否定する not よりも自己を第二に置く above の方が良いのではないかということで、少し修正されて、

「Service above Self（超我の奉仕）」となったのです。（これら二つの標語は、この大会でいずれも非公式のものと

して採用されており、公式標語になったのは１９５０年デトロイト国際大会においてです）。 

この二つの標語のうち He profits most who serves best は職業奉仕の理念を表すものであり、Service above Self

は米山梅吉翁が訳された「サービス第一、自己第二」の心掛けが事業成功の秘訣であることを示すとともに、社会

奉仕、国際奉仕の人道奉仕の理念を表していると考えられます。    （ロータリー百科事典より） 

                            

 地区大会ＰＲ                 １２月１８日（月）  

 

２６５０地区 2017-18年度地区大会 登録勧奨お願い 

 ホストクラブ 京都東ロータリークラブ 鶴田 哲司 様 

２０１８年４月８日（日）開催します。我々ホストを務める京都東ロータ

リークラブ会員一同、連日鋭意準備を進め、皆様をお迎えすべく努力いたし

ております。丸岡ロータリークラブ様におかれましても、例年同様多数のご

登録をお願い致したく存じます。 

本年度は、本会議場と、懇親会会場が、少し離れています。その間を満開の桜を楽しみながら、散策し、会場移動

して頂く事を計画しました。また、本会議では、記念プログラムとして、観世流能楽師 片山九郎右衛門と洋楽フ

ルートによる「鞍馬天狗」を、そして、青少年奉仕フォーラムでは、シンクロナイズドスイミング日本代表ヘッド

コーチである井村雅代氏による「愛があるなら叱りなさい」の講演会を企画しました。ぜひ、皆様ご出席いただけ

ますようよろしくお願い致します。 

年次総会                   １２月１８日（月）  

会    長 （理事） 林田 千之 公共  イメージ  （理事） 林田 恒正 

会長エレクト （理事） 東角  操 会 員 増 強 （理事） 奥村 雅徳 

幹    事 （理事） 松井  寛 職 業 奉 仕 （理事） 道木 宏昌 

副  会  長 （理事） 

ｸﾗﾌﾞ管理運営 
杉本 政昭 社 会 奉 仕 （理事） 三寺 康信 

会    計 （理事） 釣部 勝義 国 際 奉 仕 （理事） 西出 智一 

Ｓ・ Ａ ・Ａ （理事） 下村 晴夫 青 少 年 奉 仕  （理事） 瀬野 友伸 

直 前  会 長 （理事） 金  定基 ロータリー基金 （理事） 竹澤 俊彦 

監     査 林田 數一 副 幹 事 (次年度幹事予定者) 竹内 伸一 

副 S A A (次年度 SAA予定者) 林田 數一 副 会 計 前川 重雄 

 



 

 

 

 

私は、福井市の西開発出身です。福井商業高校を卒業後、１２年間土木の会社で修業も兼ね

て、勤務していました。その後、８年間父親の会社で一緒に土木業を営んでいました。リーマ

ンショックの時期に、会社が倒産しました。当時、社長として、会社を清算しました。 

その倒産した年に PTA 会長を引き受ける予定で、ご迷惑はかけられないと辞退するつもりで

したが、周囲の後押しで、その後、小・中学校でそれぞれ２回、福井県立農林高校で２回 PTA 会長をさせて頂い

て、今現在に至っているという形でございます。 

会社が倒産後、１年間は会社員として勤務していました。PTA の先輩が越前竹人形の里の理事長をされていて、

その方の伝手で、丸岡で、３年８ヶ月を仕事をさせて頂きました。その当時に「丸岡城を守る会」等々観光協会が

出来たときに、私も統括部長という立場で参加させて頂きました。当時松本自動車の社長さんが会長で、私をロー

タリーに推薦していただいた三寺さんとも、その時初めてお目にかかりました。 

この１０年間は、人のご縁と言うものを肌で感じています。波乱万丈でしたが、お金では買えない経験をさせて

いただきました。越前竹人形の里を辞めた後は、以前私の前に会員としていました納谷隆俊会員に、誘われて、加

賀の月うさぎの里に勤務することになりました。昨年の８月に納谷氏は、ホテルに専念したいということで、私は

月うさぎの里の運営を任されています。 

商売というのは人を大事にしないと

いけないなというのをとても肌で感じ

ております。人を大事にして物を動かし

て金を生む、金を生めば人は喜ぶ、この

三位一体のトライアングルを作り上げ

るのが、私の商売の原点です。 

「人の心は見えないけれども人の心配りは見える。人の気持ちは見えないけれど人の気配りは見える。だから商売

をやっている人間として心配り気配りをしてもらったと同時に自分もして行きなさい。」と言う事をお坊さんから

教えてもらいました。 

ロータリークラブに入会して、職業奉仕を通して成長できるかのかというのがこれから学ぶべきことと、なりま

した。次世代へも経験を伝えていきたいです。 

 

＜ホテルについて＞ 質問に答えて 

月うさぎグループの月香（げっか）という旅館です。月平均５００人宿泊。「愛犬と部屋もロビーもお風呂以外、

一緒に過ごせる旅館」が売りです。中京・関西の方が多い。犬の食事は３０００円。来年は戌年で月香が１周年、 

月うさぎの里グループで１年を通してイベントをやっていきます。月うさぎの里は１０周年記念で、来年ドックカ

フェを３月２１日オープンします。ウサギの餌とコーヒーは顔パスでお配りいたしますので皆さんご家族連れで来

てください。 

 

＜会員感想＞ 

宮谷会員の人柄の良さがひ

しひしと伝わって来ました。

また楽しく色んなお話を聞

かせて頂きありがとうござ

いました。 

  （文責  川上 純幸） 

 

 

新入会員卓話                   １２月１８日（月）  

『これまで学んだこと これから学ぶこと』 

宮谷 正志 会員（2017.9.11入会） 

月うさぎの里（加賀市） 代表取締役 

福井県高等学校ＰＴＡ連合会 会長 



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１８日（月）  

◆ロータリー財団◆   寄付者 １６名 
南  釣部 林田千之  北 下田 金 倉本 

倉田 水﨑 柿木 杉本 竹内 松井 川上 

竹澤 宮谷 

◆米山奨学会◆     寄付者 １５名 
釣部 林田千之  北 下田 金 倉本 

倉田 水﨑 柿木 杉本 竹内 松井 川上 

竹澤 宮谷 

◆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 

12/18 ３５ ２３ １０ １ １ 67.65% 

【メーキャップ】 12/18～12/22 事務局受付分 
12/21 福井RC 柿木 12/25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 

12/3 ３５ １８ ４ １０ ３ 68.75% 

 

◆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 18日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 22,000円 439,000円 899,000円 

ロータリー財団 27,000円 349,100円 

米山記念奨学会 18,000円 253,000円 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 １５名 

お客様  京都東ロータリークラブ様 

金会長  京都東 RC の鶴田哲司様ようこそいら

っしゃいました。宮谷さん、卓話よろ

しくお願いします。 

林田幹事 鶴田様 今日は大変ご苦労様です。 

宮谷会員 卓話期待しています。 

釣部   京都東 RC の鶴田様遠い所ご苦労様で

す。宮谷様 卓話楽しみです。 

下田   宮谷さん 卓話ご苦労様です。 

山下   韓国語の歌が上手な宮谷さん。卓話も

頑張ってください。 

下村   宮谷会員 卓話ご苦労様です。 

倉本   京都東ロータリークラブ鶴田様 遠 

い所ご苦労様です。また、宮谷会員 

本日は新会員卓話ありがとうござい

ます。 

倉田   鶴田様 ようこそ！！遠い所有難う 

ございます。宮谷会員 卓話よろしく 

お願いします。 

水﨑   鶴田様 遠路寒い中をご苦労様です。 

 

柿木  宮谷さん 会員卓話楽しみにしています。 

また京都東 RC の鶴田様ようこそ丸岡に。 

松井  宮谷会員 新入会員卓話よろしくお願いします。 

川上  宮谷会員 卓話楽しみにしています。よろしくお願

いします。 

竹澤  京都東 RC 鶴田様 本日はご苦労様です。宮谷さん

本日の卓話楽しみです。 

宮谷  今日の卓話 どうぞよろしくお願いします。 

林田千之幹事より（道木社会奉仕委員長 欠席の為） 

街頭献血に御協力ありがとうございました。本日 12/18 12 時～16 時 坂井市丸岡支所にて  

みぞれの降る寒い日でしたが、会員の皆様のご紹介のおかげさまにて、４４人の受付があり、うち

３８人の方に献血いただきました。道木委員長はじめ社会奉仕委員会のみなさんお疲れ様でした。 

 

 
丸岡 RC より 粗品

を進呈しました。 

ﾃｨｯｼｭ BOX ５箱 


