
 

 

  

 

  

平成３０年 ６月１１日（月）第 1941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 2018-19年度「青少年奉仕担当者会議」案内 

７月２１日 京都商工会議所にて 

② ガバナー公式訪問 随行者お知らせ 

③ 次年度地区委員委嘱状 

  青少年育成委員会 委員 林田數一会員 

  ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会  委員 林田千之会員 

≪その他≫ 

① ロータリーカップ学童軟式野球大会  

  三国ＲＣより 7/7,8 

② ウイングカップソフトボール大会 

  福祉ネットこうえん会 7/15 

③ 第 50回古城まつり協賛金のお願い 

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  ロータリーの友（６月号）解説 

上屋敷 貴紀 雑誌広報ＩＴ委員 

20：00 閉会点鐘 

 

平成３０年６月１１日発行 

本日の例会  

平成３０年 ６月２５日（月）第 1943回例会 
 １年を振り返って 2回目 各理事役員 

★タイ タクアパＲＣにて★ 

・グローバル補助金事業で購入・開始された 
絵本読み聞かせスキルアップトレーニング等
開始にともなう式典参加  
⇒ 山下会員 杉本会員 松井会員 

・ビデオレターでのご挨拶 
⇒ 金会長 

＜2018-19年度＞ 

平成３０年 ７月２日（月）第 1944回例会 
祝事 
新年度年度事業計画発表 １回目 

平成３０年 ７月９日（月）第 1945回例会 
新年度年度事業計画発表 ２回目 

 

 

 

平成３０年 ６月１８日（月）第 1942回例会 
お疲れさん会   於：小松屋 

18:00～ 受付開始 
18:30～ 例会点鐘 
   1年を振り返って 1回目 

各理事役員（3分間ずつ） 

①松井職業奉仕委員長 

   ②道木社会奉仕委員長 

③竹内青少年奉仕委員長 

④杉本ﾛｰﾀﾘｰ基金委員長 

⑤東角ｸﾗﾌﾞ管理運営理事 

⑥東角国際奉仕委員長 
19:30～ お疲れさん会 

 

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 6/14,28 

福井あじさい RC 金 6/29 7/6,20 

福井西 RC 金 6/29 

福井南 RC 火 6/26 

三国 RC 金 6/22,29 

大野 RC 水 6/27 

 

ビジター受付のみ 18：00～18：30 

福井水仙 RC 木 6/21 

 



 

渡辺和子先生はノートルダム清心学院の先代理事長です。２・２６事件で惨殺された

渡辺錠太郎大将の娘さんで、事件の際父と同じ部屋にいたのですが、きわどく机の下に

隠され、目の前で父親が殺された経験を持っています。29 歳の時カトリックに入信しま

した。 

修道女としてアメリカのボストンに渡られたときの話です。暑い夏のある日、食堂で

130 人ぐらいの夕食のために、お皿とナイフとフォークをテーブルにセットする仕事を

しておられました。 そのとき、先輩のシスターが渡辺先生に、「あなたはいま何を考え 

ていますか」とお尋ねになりました。先生は「何も考えていません」とお答えになりました。すると、その先輩の

シスターは、「あなたは時間を無駄にしています」と言いました。先生は自分の耳を疑ったそうです。その先輩は、

「同じお皿とナイフとフォークを並べるのであれば、やがてその席にお座りになる人のために、なぜ心のなかでお

幸せにと祈りながら並べないのですか。何も考えないでただ漫然とお皿とナイフとフォークを並べるということ

は、時間を無駄にしていますよ。」と諭されたわけです。 

 渡辺先生は、「私はいままで、いかに効率的に仕事をするかということを教えられてきましたが、時間に愛を込

める、仕事に愛を込めるということは初めて教わりました。お皿は同じ早さで、同じ姿で並んでいきます。しかし、

目に見えない大切なものが込められるか込められないかによって、世の中は大きく変わるということ、さらに、私

にとってつまらない仕事はなくなったということです。お皿を並べるというつまらない仕事、雑用だと思っていた

仕事が、実はそうではない。雑用というのは私が仕事を雑にしたときに雑用になるということを教えられました。

だから、救われたのは私です。つまらないと思ってお皿を置く。お幸せにと祈ってお皿を置く。外から見た限りで

はまったく同じに見えます。かかった時間も変わりません。しかし、仕事の量は同じでも仕事の質が変わっている。

ということは、その人自身が変わったということです。」と、先生は述懐しておられました。 

 お皿を並べるというつまらない行為に愛を込めるように、自分の仕事に愛を込める。私たちのすべての行動に愛

を込めるということは、言い換えますと、ロータリーのいう倫理的な生活を営みなさいということではないでしょ

うか。これは実は、人を育てるための基本前提ではないでしょうか。仕事に愛を込める、時間に愛を込める。その

ことなくして倫理的な人間を育てることはできないと思います 

 

金 定基 会長挨拶                           ６月４日（月） 

第１回 2018-19年度理事会             ６月４日（月）  

2018-19 年度の役職名で表記しています 

【協議事項】    

①７月例会プログラムについて【杉本ｸﾗﾌﾞ管理運営理事】 

②新役員披露会について          ＜承認＞ 

 ６/１８ 小松屋にて  受付 １８時～ 

例会点鐘 １８時半～  宴会開始 １９時半～ 

東角：40 周年実行委員会時に各部会委員を発表します。 

③事務局プリンタ複合機の入れ替えについて【松井幹事】 

＜承認＞ 

三寺：会員増強のこともあり、高尾事務機など近隣で 

購入した方がよいのではないか。 

松井：今回は、リース代・ランニングコストを考え機種

を選定しました。 

今後は三寺会員の意見も十分に配慮します。 

③2018-2019 年度 クラブ予算案について【釣部会計】 

＜承認＞ 

釣部：会員増強に力を入れ、運営費を増やすことをお願

いしたい。 

奥村：会員増強に頑張ります。 

林田千：本年度会員、会員及びご夫人誕生日のプレゼン

トをなくそうと思いますがいかがでしょうか。 

釣部：新しい会員のことなどを考えると、継続した方が

いいのではないか。 

金：続けた方がいいのではないか。 

採決により全員一致でプレゼント継続。 

 ⇒後日、予算書変更後送付する。 

⑤今年度タイスタディツアー計画書・予算について 

【西出国際奉仕委員長】  ＜承認＞ 

西出：今後、坂井高校・丸岡高校で参加生徒に対し、説

明会を２回程度行う予定です。 

東角：西出委員長の説明を補足します。飛行機チケット

の予約・予算の関係もあり、６月中にロータリア

ンの参加者を決めたいので近日中に参加者を募

ります。 

【その他】 

①就職模擬面接会について【道木職業奉仕委員長】 

道木：坂井高校出口先生から連絡があり、坂井高校ＰＴ

Ａ進路委員（生徒の家族）もロータリアンとは別

室にて行うので今回一緒に面接官をさせてほし

いとのことでした。プライバシー保護の観点から

それはできないとお断りすると、６月１２日のＰ

ＴＡ進路委員まで返事を待ってほしいとのこと 



  

ワークショップ                   ６月４日（月）  

今後どのように対処したらよいでしょうか。 

林田千：プライバシー保護の観点からＰＴＡと一緒にする

ことはできないので、どうしても一緒にしたいと

いうことであれば就職模擬面接会は中止してはど

うか。 

全員一致で林田会長に賛成 

今後も審議継続 

②第１２回ロータリーカップ学童軟式野球大会（三国ＲＣとの

合同事業）参加について 

林田千：本年度は三国ＲＣよりこの事業はしないと聞いて

いたが、今年度まで継続するとの連絡を受けました。

いかがしましょうか。 

今年度は事業を継続 承認 

 

【報告事項】    

①5/28 宮谷会員歓迎会 決算書【林田前年度会員増強理事】 

 

７月プログラム 

日  時 内  容 

7/2（月） 
祝事 

新年度事業計画発表 ① 

7/9（月） 新年度事業計画発表 ② 

7/16（月） 祝日の為 休会 

7/23（月） 

新理事役員披露会  於：小松屋 

 １８時  受付 

 １８時半 例会点鐘 

  『４０周年実行委員会』 

 １９時半 宴会開始 

7/30（月） 
ロータリーの友（７月号）解説  

 担当：雑誌広報ＩＴ委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワークショップ 報告 

林田恒正 会員増強理事 

・新入会員推薦候補者は３５名（男性２７名・女性８名） 

・現在入会を勧めている人もいるが、大半は具体的に取り組ま 

なければならない状況である。 

・今後は今年度の会員増強委員会で検討し、入会を勧めるとと 

もに、次年度委員会で継続して取り組んで頂くよう引き継い 

でいきたい。 

 

『新入会員候補者推薦』       会員増強・退会防止委員長 

① 山下健治 南　利明 北　勇一 柿木満雄 前川　徹 西出智一

　　（進行） 　　（記録）

② 東角　操 釣部勝義 下田重道 杉本政昭 道木宏昌 宮谷正志

　　（進行） 　　（記録）

③ 竹内伸一 林田千之 金　定基 倉本正一郎上屋敷貴紀

　　（進行） 　　（記録）

④ 奥村雅徳 小見山　修三寺康信 瀬野友伸 竹澤俊彦

　　（進行） 　　（記録）

⑤ 松井　寛 林田數一 林田恒正 水﨑亮博 川上純幸

　　（進行） 　　（記録）

2018-19 年度の役職名で表記しています。 



 
丸岡ロータリークラブ 
会員数：３２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 

瀬野  本日のワークショップよろしくお願いします。 

川上  土曜日のゴルフコンペお疲れ様でした。 

道木会員優勝おめでとうございます。 

竹澤  親睦委員長として最後の祝事となりました。 

少し寂しい気がします。 

宮谷  5/29 の歓迎会どうもありがとうございました。 

これからもがんばります。 

 

委員会報告                    ６月４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 

 6 月 4 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 19,000円 817,000円 1,854,500円 

ロータリー財団 22,000円 642,100円 

米山記念奨学会 22,000円 499,000円 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 １５名 

金会長  本日のワークショップが実り多いものとなりま

すように。 

林田幹事 新会員候補が沢山出ることを期待しています。 

釣部   誕生日を自祝して。 

下田   前回休みまして。 

奥村   クラブフォーラムで会員増強に結びつくよう頑

張りましょう。 

林田恒正 新入会員候補者ワークショップ よろしく！ 

倉本   いよいよ６月に入りました。１年は早いもので

すネ！体に気を付けて頑張りましょう。 

倉田   いよいよ冷房が必要となりました。暑さに負け

ず頑張りましょう。申し訳ございませんが、本日

早退させていただきます。 

水﨑   昨日久しぶりに映画を観てきました。「万引き家

族」の先行上映でした。 

松井   土曜日のＲＣコンペ御苦労様でした。 

道木   本日のワークショップ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 

6/4 ３２ ２７ ２ ０ ３ 93.10% 

【メーキャップ】 5/4～6/8 事務局受付分 

＜修正出席率＞ 

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 

5/28 ３２ ２２ ２ ５ ３ 82.76% 

 

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

倉田 杉本 竹内 松井 道木 川上 竹澤 宮谷 

◆米山奨学会◆     寄付者 １６名 
釣部 林田千之 北 下田 金 奥村 林田恒正 倉本 

倉田 水﨑 竹内 松井 道木 川上 竹澤 宮谷 

 

６月度祝事 

会 員 誕 生 日 

6/1 釣部 会員 79 

結 婚 記 念 日 

6/1  竹内 会員 

6/12 三寺 会員 

会 員 夫 人 誕 生 日 

6/5  竹内 会員夫人   佳名子様 

6/15 下田 会員夫人   光子様 

6/16 髙倉 会員夫人   美智代様 

6/18 前川徹 会員夫人 久仁英様 


