
 

 

  

 

  

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 6/29 7/6,20 

福井北 RC 水 7/11 8/23 9/20 

福井西 RC 金 6/29 

福井南 RC 火 6/26 

三国 RC 金 6/29 

大野 RC 水 6/27 

 

平成３０年６月２５日発行 

平成３０年 ６月２５日（月）第 1943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 

表  彰  今年度例会 皆出席者 １１名 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ なし 

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 

19：00  1年を振り返って ２回目 

①上屋敷  公共イメージ理事（代理） 

 ②金    会長 

③林田數一 ＳＡＡ 

19：30 閉会点鐘 

本日の例会  

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

＜２０１８－１９年度＞ 

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 ７月１６日（月）祝日の為 休会 

平成３０年 ７月２３日（月）第 1946回例会 
４０周年実行委員会 
新理事役員披露会 小松屋にて 
18：00～受付 

平成３０年 ７月３０日（月）第 1947回例会 
表敬訪問 山中ＲＣ 三国ＲＣ 
ロータリーの友（７月号） 解説 

今後の予定  

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 

次回の例会  

2650地区会議名 参加者

7月8日 日 ＲＬＩパートⅠ研修 杉本

7月15日 日 職業奉仕担当者研修会 上屋敷

7月21日 土 青少年奉仕担当者会議 瀬野

7月22日 日 青少年交換担当委員長会議 西出

7月28日 土 会員増強・公共イメージ向上セミナー
林田千之・奥村
林田恒正

8月4日 土 地区ロータリー財団セミナー 竹澤

参加日6/25 ★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・杉本・松井会員 

・ﾋﾞﾃﾞｵﾚﾀｰでのご挨拶 ⇒ 金会長 



 

 

 

  

金会長がお仕事の関係で遅くなるとの事で、パスト会長の私が僭越ながら、ご挨拶を

させていただきます。 

 いよいよ、今年度も終わり近づいてきました。今日は１年間を振り返ってということ

で、活動報告・その後は、お疲れさん会です。どうぞよろしくお願い致します。 

 丸岡ロータリークラブは４０周年に入り、ひとつの区切りを迎える重要な１年であ

ったと思います。会員数は、４０周年４０人という目標には達していませんが、それぞ

れの活動が活発になされており、４０年にふさわしい１年であったのではと感じます。

次年度につなげて頂きたいと思います。 

水﨑パスト会長挨拶                           ６月１８日（月） 

①松井職業奉仕委員長 

平成２９年８月２６日 福井県工業科チャレンジロボコン 協賛 

今回は初めて協賛することになりました。コンテストを初めて見学しましたが、生徒たち

の真剣な眼差、そしてレベルの高さにびっくりしました。 

平成２９年８月２８日 就職模擬面接会（集団面接） 

           ロータリアンが７班に分かれ、約１６０名を面談。就職状況は売手市場ということもあり

就職が先が決まっている生徒もいました。 

平成３０年３月５日  職場訪問 嶺北丸岡消防署 

 新庁舎の案内、防災への備えについて経験を交えて話をしていただいた。 

タイの消防団の研修前ということもあり、興味をもって見学できたと思います。 

②道木職業奉仕委員長 

１１月 街頭献血 協力 

 継続事業ですので、今後も続けていけ 

ればと思います。会員の協力をもっと 

得ていけばよかったです。 

４月 バツイチ婚活事業 

 離婚経験者対象の婚活イベントは珍し 

く、とても好評でした。カップルが６組できました。 

④杉本ロータリー基金委員長 

副委員長の退会や、当委員会メンバーが他委員会委員長も兼ねており、一人での受付と

なって、皆様には迷惑をかけてしまいました。私が欠席の場合は、親睦委員の中から、

川上さん、西出さんにご協力いただきました。寄付額は、米山奨学会は、昨年より少し

少なかったですが、ロータリー財団への寄付は、例年通りいただきました。１年間あり

がとうございました。 

⑤東角クラブ管理運営理事 

プログラム委員会では、ロータリーの友解説を組み入れたことが、ロータリーの仕組み 

などを理解する上で役に立ったので、今後も継続していただきたいです。出席委員会で 

は、無断欠席をさけるように、出席一覧表を掲示して出席うながしました。皆出席は、 

１１名でした。ニコニ箱委員会では、目標額を上回ることができました。親睦活動委員 

会では、例会時の座席を島形式にして、コミュニケーションを増やす努力をしました。 

各親睦の行事を設営・工夫をして行ってきました。 

 

１年を振り返って                   ６月１８日（月） 

③竹内青少年奉仕仕委員長 

継続事業が中心で、 

独創的な事業ができなかっ 

たのが、残念です。 

さまざまな事業にご協力を 

いただきありがとうございました。 



 

お疲れさん会                            ６月１８日（月） 

 

⑥東角国際奉仕委員長 

タイ国バンコクのスラム街の消防防災支援事業 スラム街自衛消防隊から 2 名招聘、通訳 1 名 3 月 25 日～3 

月 31 日 嶺北丸岡消防署での研修、県内観光地訪問、坂井市長訪問 丸岡高校訪問、丸岡 RC 例会への参加。 

嶺北消防署の多大な協力をいただきました。また、研修生のスキルは高く、また地域の為にという意識も高かっ

たとの評価でした。研修を受けた隊員と LINE 交換していますが、頻繁に起こる火災に対して活躍している報

告が逐次あります。RC ﾒﾝﾊﾞｰに研修状況の見学を呼びかけましたが情報がいきわたらず、すみませんでした。 

クローバル補助金事業における現地ﾀｸﾜﾊﾟｰ RC のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ活動への支援 漸く事業が開始され、6 月 25 日に贈

呈式がパンガー県知事など多数の来賓を招いて行われます。山下･杉本･松井会員が参加します。 

スタディツアーOB、OG の丸岡 RC 国際事業への参画 今年度の参加及び次年度のタイスタディツアーへの企

画段階での参加をしてもらっています。 

⑦林田恒正会員増強・退会防止理事 

委員長の私が体調を崩し、約５か月出席できなかったため、新入会員推薦ワークショッ 

プが１回しかできず、申し訳ありませんでした。新入会員・宮谷正志会員 

退会者・下村晴夫会員、笹埜 博会員 物故者・前川重雄会員 

⑧林田恒正会計 

 決算報告ができ、監査が終わってから、１年間の決算を報告させていただきます。 

 

三味線の演奏から始まりました。 

皆さん、じっくり耳を傾けています(^^♪ 

竹澤親睦委員長の司会 

委員長として最後の宴会です

(^^)/ １年間お疲れ様でした。 

昨年の理事・役員披露会で、「新会員一人一人が縦糸・横糸になり編み上げられて丸岡ＲＣ

の旗ができている。そのどの部分の糸が脱落してもほつれが生じ、丸岡ＲＣと言う旗の強

度も見栄えも著しく損なわれてしまう。従って会員全員がクラブ内どの部署にいても、自

分がクラブを背負って立つ主人公なのだという意気込みを持って欲しい。」と言ったのがつ

い先日のように感じられますが、なんと 1 年が経過しました。今日はこの 1 年を和やかに

語り合い、英気を養って次の林田千之年度に繋げてゆきたいと思います。 

山下直前会長の発声で 乾杯 

 



 

 

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―上屋敷貴紀 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 

◆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 

6/11 ３２ １７ １１ １ ３ 58.62% 

【メーキャップ】  6/22 三国RC 倉田 6/18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 

6/4 ３２ ２７ ０ ２ ３ 93.10% 

 

委員会報告                    ６月１８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 

 本日 累計 会費含む累計 

ﾆｺﾆｺ箱 0 円 829,000円 1,866,500円 

ﾛｰﾀﾘｰ財団 0 円 650,100円 

米山奨学会 0 円 511,000円 

 

東角副会長の閉会の挨拶 一本締め 

最後は、恒例のみんな笑顔になる「手に手つないで(^^♪)」 

 

① ロータリーの目的（The Object of Rotary） 

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕

の理念を奨励し、これを育むことにある。 

第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機会とす 

ること。 

第２ 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はす 

べて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機

会としてロータリアン各自の職業を高潔なもの

にすること。 

第 3 ロータリアン一人一人が、個人として、また事業 

および社会生活において、日々、奉仕の理念を

実践すること。 

第 4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネット 

ワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進す

ること。 

 

② 四つのテスト 

言行はこれに照らしてから 

1. 真実かどうか 

2. みんなに公平か 

3. 好意と友情を深めるか 

4. みんなのためになるかどうか 

The 4-Way Test 

Of the things we think, say or do 

1. Is it the TRUTH ? 

2. Is it FAIR to all concerned ? 

3. Will it build GOOD WILL and BETTER   

FRIENDSHIP ? 

4. Will it be BENEFICIAL to all concerned  

③ ロータリーの公式標語 

第 1 標語：超我の奉仕（Service Above Self） 

第 2 標語：最もよく奉仕する者、 

最も多く報いられる 

（One Profits Most Who Serves Best） 

 

ロータリーの知識 ― 三種の神器 

① ロータリーの目的 

② 4 つのテスト 

③ ロータリーの標語 

 

金会長 挨拶資料                           ６月２５日（月） 


