
 

 

  

 

  

平成３０年 ４月２３日（月）第 1935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 次年度地区ディスカッション・リーダー研修

会のご案内及び就任のお願い 

≪その他≫ 

① 丸岡古城まつり実行委員会の設立に伴う 

委員の推薦について 

坂井市役所丸岡支所より 

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 

    (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 』 

20：00 閉会点鐘 

 

平成３０年４月２３日発行 

本日の例会  

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 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』 

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 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 

 

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 4/25 

三国 RC 金 4/27  6/22,29 

武生府中 RC 木 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 

 



 

 

 

 

             

             ３/２６～３０に行った事業です。 

プラティープ財団  理事長  Mrs.Prateep Ungsongtham Hata 

通訳   Mr.Mingbun Hata 

スラム街自衛消防組織の団員  Mr.Anant Wangpruek 

            Mr.Veeratep Nakpakdee 

 

今日は先週に引き続き、ロータリーの職業奉仕を述べる文章をご紹介いたしま

す。田中 毅氏です。深川純一氏と並び、日本のロータリーを代表する論客です。

同じ職業奉仕も切り口を変えれば、こんなにイメージが変わって感じられることを

味わってください。 

ロータリーの奉仕理念は、日本人の発想に似ている部分があるからか、石田梅岩や

二宮尊徳や近江商人の考え方を引き合いにして奉仕を語る人がいますが、たとえ似

ている側面はあったとしても、その本質はシェルドンの奉仕理念とは根本的に違う 

ものであることを強調しておきたいと思います。He profits most who serves best.は、純然たる経営学の理

論です。自分が金銭を儲けたいと思うなら、先ず他人に奉仕することであり、先に奉仕があれば、必ず後か

ら報酬が付いてきます。ビジネスマンの目的は、発展的な事業を構築することであり、その目的を達成する

ためにも奉仕の理念に基づいて、継続的に利益をもたらす常連客を確保することが必要であります。従業員

の立場を理解し、利益を適切にシェアしながら、継続的に利益をもたらす顧客を確保する目的で事業を営む

ことです。 

「成功」と言う山に登るとき、裏の道を通って山頂に上り、その傍ら奉仕をする人がいるかも知れません。

或いは、法に触れない範囲であくどい商売をして大儲けし、事業を発展させ、有名になり、社会福祉に寄付

する人もいるかもしれません。しかし、ロータリーはそういう奉仕を望んでいないのです。 

 

金 定基 会長挨拶                           ４月１６日（月） 

『 地区補助金活用  ４０周年記念事業 

タイ国 バンコク クロントイスラム 消防防災支援 

～自衛消防隊員を招聘し嶺北丸岡消防署での研修～ 』 

東角 操 国際奉仕委員長 

会員卓話  報告会                ４月１６日（月）  

３月２６日 前日に成田に到着した一行を東角国際奉仕委員長が

出迎えました。東京では、ちょうど桜が見頃でした。研修生 2 人

は、海外渡航が初めて。幾分緊張していました。 

２５日タイ出発⇒成田国際空港⇒品川泊⇒２６日羽田空港⇒小

松空港⇒丸岡へ到着！ 

丸岡につくと、のどかな風景に一行も一安心の感じでした。 

その後、おろしそばを堪能し、水﨑会員の案内にて丸岡城を見学

しました。プラティープ財団もスラム街で保育園を運営しいるの

で、プラティープさんは日本の保育園に興味があり、わっか保育

園を見学しました 

例会に出席 

（詳しくは 4/2 発

行の会報を） 

例会後、小松屋で

懇親会開催 



  

 
２７日午前中、坂井市長・丸岡高校へ表敬訪問 

松井会員 事業所 ライフサポートの施設を見学。８番らーめ

んでの昼食後、いよいよ、丸岡消防署での研修が始まりました。 

丸岡消防署で、 

しっかりした研

修プログラムを

作っていただき、

充実した２日半

の研修でした。２

０１３年に寄贈

した中古消防車

と同じ型の消防

ポンプ自動車を

用意してもらい

放水訓練もしま

した。 
福井新聞丸岡販売店

「ふれあい通信」 

最終日 タイスタディツアーに参加した高校生と

ともに、県内の観光地を巡りました。 

＜会員感想＞ 20 年ほど前に、青年会議所の活動でタイのスラム街やプラティープ財団の施設を訪れたことがあ

ります。タイの自衛消防団が、今回の研修を通して消火活動のスキルを向上し、地元で活躍されることを期待し

たいと思います。                                 （文責 前川 徹） 



 

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１６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 16日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 13,000円 697,000円 1,682,000円 

ロータリー財団 15,000円 542,100円 

米山記念奨学会 15,000円 409,000円 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者  ８名 

金会長  一昨日の U-９サッカー大会・昨日の地区協議

会に、参加できず申し訳ありませんでした。 

林田千之 昨日京都にいかれた次年度役員様お疲れ様で

した。次年度１年間、職を全うするため、現在

療養中！！本日はお休みさせていただきま

す。松井次年度幹事今日はよろしく！ 

下田   前回は休みまして。本日は春祭りです。 

奥村   東角国際奉仕委員長 バンコク自衛消防団研

修事業の報告 ご苦労様です。 

林田恒正 前川さん市議会委員当選おめでとう！ 

倉本   前川会員 当選おめでとうございます。長畝

地区を頼みます。 

倉田   東角国際奉仕委員長 報告会よろしくお願い

します。 

水﨑   過日の少年サッカー大会青少年奉仕委員会の

皆様 御苦労様でした。 

竹内      サッカー大会には多くの方の参加ありがとう

ございました。ロータリーカップ優勝は平章

SSS さくらカップ優勝は金津 FSC でした。 

 

◆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 

4/16 ３２ １８ ８ ４ ２ 60.00% 

【メーキャップ】 4/16～4/20 事務局受付分 

  4/15  地区研修・協議会 出席者  4/18  福井北RC 柿木  

4/14  地区ＲＹＬＡ委員会 林田數一 4/16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 

4/9 ３２ １８ ８ ４ ２ 86.67% 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者 １１名 
中島 林田千之 下田 金  奥村 林田恒正 

東角 倉本   竹内 松井 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者  ９名 
中島 林田千之 下田 金  奥村 林田恒正 

倉本 水﨑   竹内 松井 竹澤 

          

 

松井  地区研修 御苦労様でした。 

竹澤  今日は５１歳の誕生日です。東角さん 卓話よろしく 

お願いします。 

 

ロータリーカップサッカー大会開催報告        青少年奉仕委員会 

               プログラム委員会  
4/14（土）第９回ロータリーカップ Ｕ-９ 坂井市少年サッカー大会 開催しました。 三国ＲＣ共催 

お天気が心配されましたが、 

何とか、閉会式まで、持ちました！！ 

ご参加いただきました会員の皆様、ありがとうございました。 始球式 １２チームが参加しました

♪ 
＜ロータリーカップ＞ 

優勝  平章ＳＳＳ 

準優勝 高椋ＳＳＳ 

３位  磯部ＳＳＳ 

４位  本荘新郷ＳＳＳ 

＜さくらカップ＞ 

優勝  金津ＪＦＣ 

準優勝 神明鳥羽ＳＣ 


