
 

 

  

 

  

平成３０年 ４月１６日（月）第 1934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 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

① 2017-18年度 地区大会 ご出席のお礼 

② ローターアクト地区大会のご案内 

≪他クラブ≫ 

① 子どもの貧困対策フォーラムのご案内 

  福井ＲＣ主催 

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  会員卓話 

 東角 操 国際奉仕委員長 

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』 

20：00 閉会点鐘 

 

平成３０年４月１６日発行 

本日の例会  

平成３０年 ４月３０日（月）祝日の為 休会 

平成３０年 ５月 ７日（月）第 1936回例会 
祝事  

外部卓話 「タニロッソ」 

トランぺッター 谷 浩和 様 

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 

 

 

平成３０年 ４月２３日（月）第 1935回例会 
外部卓話 (株)アスピカ はくれん事業部 

     福井本部支配人 丹尾 宏司 様 

     『 事前相談のススメ 』 

 

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 4/27 6/29 

福井南 RC 火 4/24 5/15,22 

福井北 RC 水 4/18,25 

三国 RC 金 4/27  6/22,29 

武生府中 RC 木 4/19 5/24,31 

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 

 



 

  

先週の例会で、「He profits most who serves best.と Service above self. のモッ

トーは勿論変わらないが、国々で歴史の中ではぐくまれてきた固有の文化を土壌に、

その捉え方や表現の仕方は微妙に変化しても、それは受け入れられるべきだと思

う。」という事をお話いたしました。 

同じことが、日本人ロータリアンの個々の中でも言えます。本日は日本人ロータリ

アンの代表的論客と言われる方々の中でも、職業奉仕の捉え方や表現はやはり微妙

に違うという事をお示しいたします。このコピーを保存し、ぜひ読み比べてみてく

ださい。 

２６８０地区パストガバナー深川純一氏の文章をご紹介いたします。 

ロータリーは職業を営む心・金を儲ける心も、奉仕の心・世のため人のために尽くす心も、同じ一つの心だ

とし、別々に考えるのではない。即ち世のために奉仕する心（愛情の世界に生きる心）を持って打算の世界

をコントロールしてゆこうという考え方である。これが職業奉仕の根本原理である。ロータリー倫理運動の

立場から、愛情の世界に生きる心、即ち世のため人のための心を持って職業を営んでいると、その結果とし

て、信用と言う保護膜に包まれて、長期的に安定した利潤を着々と獲得することができる、強靭な体質の企

業を作り上げることになる。この原理の総体を職業奉仕と呼ぶ。 

「He profits most who serves best.」の気持ち、「Service above self」という、利己と利他の調和の原理をも

ってやってゆけば、結果的に、信用と言う保護膜に包まれた、長期的に安定した企業を作り上げてゆくこと

ができる。 

 

金 定基 会長挨拶                            ４月９日（月） 

第１１回 理事会 議事録              ４月２日（月）  

【協議事項】    

①５月例会プログラムについて【東角 クラブ管理運営理事】 

原案通り承認 

②退会者について      【林田 幹事】 

下村会員 退会 承認 

 

【その他】 

①４/２２バツ１婚活事業について 会員に連絡がないので、連

絡をしていただきたい ⇒ 社会奉仕委員会へ 

５月プログラム 

日  時 内  容 

5/7（月） 

祝事 

外部卓話「タニロッソ」 

トランぺッター 谷 浩和 様 

5/14（月） 
ロータリーの友（５月号）解説  

 山岸雑誌広報ＩＴ委員 

5/21（月） 

クラブフォーラム 

『出席率向上のために』 

（グループディスカッション） 

5/28（月） 会員卓話 山下健治会員 

 

地区大会 参加                   ４月８日（日）  

４/８ 地区大会 大会本会議 京都市勧業館みやこめっせにて １０名参加 

 

懇親会は、ウェスティン都ホテル

にて 



  

 

友の解説するメンバーが、皆欠席の為ピンチヒッターにて解説させていただきます。 

ｐ3 ＲＩ会長メッセージ 「地域にはロータリーが必要です」 

ロータリーの原点を思い出す事が必要ではないかと思います。ロータリークラブとい

うものは、先程も会長挨拶に言われました深川さんの言葉がロータリーそのものでは

ないかと思います。2 月号でも、ポールハリスの求めた、いわいるロータリーと言うも

のは親睦、人脈、くつろげる場と書いてあります。ロータリーは今日、私たちを結び付

けています。ロータリークラブのある世界なら何処へ行っても自分のクラブの様に迎

え入れてくれる。手を差し延べる事が出来る。そして変化をもたらす事が出来る。最初 

の例会が開かれてから１１３年たちます。創立した時の会員には想像できなかった位に大きなそして多様性に富ん

だ組織になりました。事業をされる皆さんのその腕を今度は地域社会に役立てるのが良いのではと思います。私が

会長になったら言おうと思った事ですが、今丸岡は非常に少子高齢化です。我々ロータリアンが地域をどのように

興そうかと議論をしてほしいです。 

ｐ8 「ワクチン投与活動に参加して」 

ポリオ撲滅については福井フェニックス RC の松原六郎先生が 

ポリオ撲滅活動を続けていらっしゃいます。 

ｐ12 特集「メークアップのすすめ」 

「クラブへの愛着と積極的なメークアップ」 

メークアップへ行くなら、また、入会するなら福井ＲＣへという人も

多いようです。福井ＲＣは福井で最初に出来たクラブで、100 人以上

の会員がいます。是非例会を欠席された時はメークアップに行き、例 

会に出て他所のクラブを見て頂くのは良いのではないかなぁと思います。 

「受付のみ」というビジター受付制度もありますが、本来の姿ではないと思います。私は、桐生でメークアップし

た経験があり、その際、丸岡城の事も含めて三分間スピーチをしました。商売上も得をする事もあると思います。

松下幸之助さんが、ロータリアンだった当時、仕事柄各地のＲＣへメークアップに行かれたそうです。温厚で素晴

らしい方だったと、そして偉大な方もロータリークラブで活躍していたと聞きました。 

ｐ20～ 視点 

「地区はクラブのために」「親睦こそ奉仕の源」 

「強い仲間の絆に感極まる」 

「地区大会表彰で連続出席 56 年に感動」 

ｐ65（ｐ4）「ダウン症の娘と共に生きて」 

障害を持ったお子さんのご苦労は大変だなと思いますが、 

福井県下クラブの中でも障害を持っておられる子供たちの 

学校を支援しているクラブが有ります。昨日の会長幹事会でもそのような紹介がありました。 

ｐ60（ｐ9）「子どもたちに未来を託す活動絶景の山を望む幸多きクラブ」 

ｐ56（ｐ13）友愛の広場 

「米山奨学生自ら編集・発行！『リヤン通信』」「二〇〇〇回記念例会が気付かせてくれたこと」 

ｐ49（ｐ20）「俳壇 歌壇 柳壇」 

個人的に、柳壇が面白いと思います。「好きだった忘れな草の名も忘れ」 私も同感です。 

「続かない助走に力入れすぎた」 最近息切れをするようになって助走に力を入れるとだめだなと感じます。 

例会中このように、ロータリーの友を解説する事は、一番、ロータリーを理解できると思っています。丸岡ＲＣ内

でロータリーと言っていても、理解出来ない部分が多々有ると思いますが、このロータリーの友を読んでいるとわ

かりやすく、この解説の時間は、重要だと考えます。私は、4 月号と以前の友を比べながら読んでいます。その月

によって中身が違いますので、毎月よく読んで頂きたいです。 

＜会員感想＞ロータリーへの熱い思いが、伝わってくる解説でした。ロータリーの歴史を実感でき、我々も２００

０回例会や次世代に繋げていけるロータリーを作って行きたいと思います。林田幹事ありがとうございました。 

（文責  川上 純幸） 

 

『ロータリーの友（４月号） 解説』    林田 千之 幹事 

 

卓 話                        ４月９日（月）  



 

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９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 9 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 11,000円 684,000円 1,669,000円 

ロータリー財団 14,000円 527,100円 

米山記念奨学会 11,000円 394,000円 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者  ８名 

金会長  昨日の地区大会大いに楽しんできました。 

林田千之 今日は、友解説よろしく！ 

昨日地区大会御苦労様でした。 

林田數一 結婚記念日 女房の誕生日合わせてのニコニ

コです。 

倉本   ロータリーの友解説 林田幹事ごくろうさま

です。地区大会で歩き疲れました。 

松井   昨日地区大会に出席されたみなさま、ご苦労

様でした。会場が大きくてビックリしました。 

道木   林田幹事 友解説よろしくお願いします。 

川上   林田幹事 友解説よろしくお願いします。ま

た、ゴルフの段取りもありがとうございまし  

た。 

竹澤   地区大会参加できず、残念でした。 

林田幹事 友解説よろしくお願いします。 

◆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 

4/9 ３２ １８ １２ ０ ２ 60.00% 

【メーキャップ】 4/9～4/13 事務局受付分 

  4/8  地区大会 出席者  4/12  福井RC 倉田 4/9分 

4/14 サッカー大会開会式 出席者 

 

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 

4/2 ３２ ２４ ２ ４ ２ 86.67% 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者 １０名 
中島 林田千之 北  金  倉本 杉本 

松井 道木   川上 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者  ９名 
中島 林田千之 北  金  倉本 

松井 道木   川上 竹澤 

         道木社会奉仕委員長より 

すでに、メール等でご案内のとおり、４/２２に、たけ

くらべにて「バツ１婚」事業を予定しています。 

 福井新聞・宅配マガジン「ふぁみーる」に募集案内を

掲載しました。また、幹事報告にもありましたように、

福井県総合政策部ふるさと県民局が運営している「ふく

い婚活カフェ・イベント等情報掲載」のホームページ上 

でも掲載頂くことになりました。その担当者にも、バツ１婚は、よいアイデ

アだと言われました。今のところ、参加申し込みは、女性が足りない状況で

す。丸岡ロータリークラブのホームページで申込みの受付をしています。 

皆さんもお知り合いの方をご紹介ください。ご協力宜しくお願い致します。 

 

竹内青少年奉仕委員長より 

ご案内しています通り、４/１４ まるおかスポーツランドサッカー場にて、本年度もロータリ

ーカップＵ－９サッカー大会を開催予定です。第９回目となります。 

開会式・閉会式にご参列いただきますようお願い致します。メーキャップ扱いとします。 

悪天候時の開催の有無につきましては、参加予定の皆様には、ご連絡致します。 

ご協力よろしくお願い致します。 

 


