
 

 

  

 

  

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 2/2 

福井南 RC 火 2/20,27 

福井あじさい RC 金 1/26 2/9 3/16 

武生府中 RC 木 1/18 

大野 RC 水 1/17 2/14 

平成３０年 １月１５日（月）第 1922回例会 

18：00   開会点鐘 

君が代・ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「奉仕の理想」 斉唱 

会長挨拶  金 定基  会長 

祝  事  １月 会員誕生日・夫人誕生日 

米山奨学金授与 (１月分) 王丽琴さん 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

① ﾄﾝｶﾞﾎﾟﾘｵﾐｯｼｮﾝ 実施報告と寄付のお願い 

② ｶﾞﾊﾞﾅｰ会より  ｱﾝｹｰﾄご協力のお願い 

姉妹・友好クラブ 

ならびに姉妹・友好地区アンケート 

③ ラックニュース 第７号 

④ 国際ロータリー2017年 1月のレート 

１＄＝114円（2017年 12月＝112円） 

≪他クラブより≫ 

① 第 158回福井県下 RC会長幹事会議事録 

② 事務局員退職お知らせ 福井水仙 RC 

≪その他≫ 

① 講師派遣（金融広報アドバイザー）について 

福井県金融広報委員会より 

② 2014年～15年米山奨学生 

ドン・フン・タオさんより年賀状 

委員会報告 

① 例会出席報告 

② ニコニコ箱 本日の寄付報告 

18：20  40周年実行委員会 

18：50 閉会点鐘 

19：00 新年会 開宴 
 

        

 

平成３０年１月１５日発行 

本日の例会  

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２２日（月）第 1923回例会 
ロータリーの友（１月号）解説 

上屋敷 雑誌・広報・ＩＴ委員長 

  

 

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  

19：00 新年会 開宴 
会長挨拶      金会長 
次年度役員・理事紹介  林田会長エレクト 
乾  杯        山下直前会長  
アトラクション      三味線 
閉会のことば      林田会長エレクト 
「手に手 つないで」  倉本ソングリーダー 



  

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２５日（月） 

２～３年前の卓話にて、自分の終末期（死に様）について考えて、「こういう風に自分の人

生を終わりたい」と言う希望の形を身近な人にはっきりと伝えたり、文章に残しておいたり。

例えば、食べられなくなっても胃ろうは嫌だとか、呼吸できなくなっても人工呼吸器につな

がれるのは嫌だ、などの意思表示をしておくという事が大事だという話をさせていただきま

した。いわゆる救急救命措置拒否の意思表示です。英語で Do Not Attempt Resuscitation

（DNAR）と言いますが、最近これに関連して面白いお話があったので、ご紹介いたします。  

米国フロリダ州ジャクソン記念病院に、意識不明の７０歳男性が運び込まれてきました。男は高血中アルコール

濃度で意識なく、呼吸困難を呈していました。早急な救命措置を要する状態でしたが、胸に Do Not Resuscitate(救

命措置拒否)と言うタットゥーがあったそうです。担当医師は、このタットゥーが本人の意思を表しているのかどう

か混乱し、当初はそのタットゥーを無視し通常の救命措置を行おうともしましたが、Not の部分に下線が引かれ、

さらに署名も入っていたため、困って、基礎的な治療のみを施し、時間を稼ぎながら倫理問題の専門家に相談して

みたとのことです。倫理問題の専門家は、「タットゥーが真の意思を表していると推論するのが最も合理的」と述

べ、医師はその助言に従ったそうです。結局患者はその夜、死亡しました。 

やがて担当職員が調査したところ、フロリダ州の保健所当局が発行した、この患者の「蘇生措置拒否指示書」の

写しを発見。その内容がタットゥーと一致していたので、医師たちは胸をなでおろしたという事です。 

國神神社 新年参拝                １月１１日（木）  

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年１月１１日 

１１時より 

新年を迎えて、 

丸岡ロータリークラブの 

会員の皆様の健康と 

益々の商売繁盛を祈願して、 

参拝しました。 

 

 



 

 

 

●手紙の館来場者数が 1 年目の約 3 倍に 

平成 27 年 8 月 23 日に一筆啓上日本一短い手紙の館がオープンしました。一筆啓上賞は、

平成 4 年に地元の町おこしから始まった第 1 回の振姫文学賞の後に立ち上がり、今年が第

25 回です。これだけ長く続いたのは、毎回違ったテーマで募集しているからだと思います。 

一筆啓上賞の生みの親の方がなるのが良かったのですが、私が初 

代の館長になりました。開館したら丸岡城に来るお客さんの 8 割以上が来てくれるとい

う思いがありました。しかし、実際には 2 割、開館１年目の来場者数は 1,2000 人でし

た。お城を見に来る方は、全国のお城を巡る、踏破することを目的にしている人がかな

りいて、お城を見て終わりという人がほとんどでした。いかに手紙の館に来てくれるか

を考え、年間に相当の数の企画展をやって、少しずつお客さんを増やしていきました。

今年の 4 月から丸岡文化財団がお城も管理するようになって、お城、資料館、手紙の館

の 3 つの施設を巡る共通券を発売、入場者が増えたとはいえ 2 割から 3 割でした。しか

し、人数は 1 年目の 3 倍近くになり、手紙の館の存在が少しは広まったのかなと思って 

います。資料館は 5 割の人が来ているので、足を運んでもらえるように頑張っていきたいと思っています。 

●丸岡城の評判を高くする要素はおもてなしの心 

丸岡城はお天守しかありません。そんな丸岡のシンボルである丸岡城をどういうふうに後世に伝えていくのか考え

ています。370 年前の絵図では五角形の内堀の中にヒョウタン型の城山があります。内堀を一部でもいいから復元

できないかなと、お堀は大事な要素だと思っています。丸岡体育館や平章小学校あたりの場所を有効にお城にふさ

わしい景観を整えること、いくつかの門を復元することをぜひやらなければならないと。国宝化の運動にもつなが

っていくと思います。丸岡城はお天守しかないので、観光バスが来ても車窓から眺める程度といったものがけっこ

うあります。40 分滞在すると、少しお金を落としていくと言われています。丸岡城は平均すると約 30 分と聞いて

います。いかに滞在してもらうかが大事で、そういった意味でも、手紙の館は少しでも滞在してくれることを狙っ

ての建物だと思っています。お城との関わりが強い建物なので、動線づくりというものを考えていかなければなら

ないと考えています。 

一筆啓上茶屋と文化財団とが一緒になっ

てお城に来るお客さんをもてなすこと、丸岡

に住んでいる人が、丸岡に来る人をおもてな

しする心、外から来た人はそれを感じていま

す。ロータリーのみなさんもおもてなしの心

を持ってもらいたいなと思っています。 

内堀があった中を、長い時間かかることです

が真剣に考えていくことが大事だと考えて

います。丸岡城は小さいけど恰好のいいお城

です。 

黒沢明監督の映画「乱」のオープニングにも登場したり、大野城の見本にもなったりしています。全国的に評判の

高くなる要素をまだまだたくさん持っています。こういったことを後世に伝えていっていただきたい。手紙の館

も、丸岡城とともにみなさんの意見を聞きながら頑張っていきたいと思いますので、ご支援をお願いします。 

＜会員感想＞ 

丸岡町のシンボルである丸岡城の整備を、丸岡に住む住民が長いスパーンで考えていく必要性を感じたとともに、

丸岡城に来るお客さんを住民自らがおもてなしの心で接することで、文化財を愛する気持ちが伝わり、全国的な評

判にもつながることを感じました。                          （文責 前川 徹） 

 

外部卓話                     １２月２５日（月）  

『手紙の館と丸岡城』      一筆啓上 日本一短い手紙の館館長 武曽素行 氏 

越前織しおり付き 

共通入場券 



 

委員会報告                   １２月２５日（月）  

◆ロータリー財団◆   寄付者 １１名 
中島 南  釣部 林田千之  金  東角 

倉本 水﨑 竹内 松井    竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者  ８名 
中島 釣部 林田千之  金 倉本 竹内 松井 竹澤 

◆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 25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 22,000円 371,100円 

米山記念奨学会 10,000円 263,000円 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 １５名 
お客様  武曽様より謝礼分 寄付 

金会長  ロッジャーナさんご逝去お悔やみ申し上げます。 

林田幹事 武曽さん 今日は楽しみにお話聞きします。 

釣部   武曽館長 本日は卓話ありがとうございます。 

北    武曽館長さん 卓話よろしくお願いします。 

奥村   武曽素行様 卓話よろしくお願いします。 

山下   タクアパ RC 直前会長クン・ロッジャーナ氏の 

ご冥福を心よりお祈りして。 

東角   今年は１年間ありがとうございました。 

来年４０周年よろしくお願いします。 

倉本   今日はクリスマス。若い時なら遊びに行ったもの
ですが、今年もあとわずか健康第一にて。 

倉田   武曽館長 卓話有難うございます。 

水﨑   タクアパ RC 前会長の逝去を偲んで。 

杉本    武曽様 本日よろしくお願いします。 

タクアパＲＣ前会長のロッジャーナ様のご冥福 

をお祈りいたします。 

竹内   武曽館長様 本日の卓話よろしくお願いします。 

松井   私と同じ年齢のロッジャーナさん ご冥福を 

お祈りいたします。 

上屋敷  メリークリスマス！そして皆様よいお年を。 

本日早退させていただきます。 

 

竹澤  今年最後の例会。 

武曽様 卓話よろしくお願いします。 

西出  武曽素行様 卓話楽しみです。宜しくお願い致します。 

 

◆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 

12/25 ３５ ２３ ６ ４ ２ 69.70% 

【メーキャップ】 12/26～1/12 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 

12/11 ３５ ２３ １ １０ 1 70.59% 

 

東角操 国際奉仕委員長より 

下村、水﨑、山下年度と３か年に渡りお世話になったタク

アパＲＣ前会長ロッジャーナさんが１２月２４日に逝去

されました。享年５２歳。丸岡ＲＣより香典１万円 お供

花代３千円をおくりました。昨年より、Ｇ補助金を受けて 

のタクアパＲＣとの共同事業についてもロッジャーナ会長には、ご尽力を

いただきました。事業終了前にお亡くなりになられまして非常に残念です。

哀悼の意を表したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

東角操 ４０周年実行委員長より 

１月１５日に４０周年実行委員会を開催します。先日実行委員会の部長・副部長を指名させていただき、第１回目

の役員会を開催し、骨子案を作成しました。そのご報告と、皆様への協力を求めたいと思います。 

 

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 

ロータリー財団・米山記念奨学会 前期分個人寄付を 

本部へ送金しました。ありがとうございました。 

 


