
 

 

  

 

  

ビジター受付のみ  12：00～12：30 
福井あじさい RC 金 7/20 

福井北 RC 水 7/11 8/23 9/20 

福井南 RC 火 8/7,21,28 

福井西 RC 金 8/3,31 

武生府中 RC 木 7/26 

武生 RC 火 7/17 

敦賀西 RC 木 7/12 

 

平成３０年 ７月 ９日（月）第 1945回例会 

19：00   開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「奉仕の理想」 斉唱 

会長挨拶  林田 千之  会長 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫  

① 2018-19年度ガバナー賞の案内 

② 米山奨学委員長会議の案内＜福井＞ 

8/25（土）アオッサにて 

③ 2018-19年度 地区補助金の交付 

国際奉仕委員会が申請 タイ国カンチャナ

ブリ県「生き直しの学校」への高校生スタ

ディツアー 交付予定金額 ： 8,156ドル 

  ④ 米山記念奨学会より 2018年度上期普通寄 

付金のお願い 

   ⇒クラブ会計より一人 2,000円分送金予定 

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  新年度年度事業計画発表 ２回目 

①東角 奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門委員長 ５分間 

②道木 職業奉仕委員長     ５分間 

③西出 国際奉仕委員長     ５分間 

④瀬野 青少年奉仕委員長    ５分間 

⑤竹澤 ロータリー基金委員長  ５分間 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

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 

平成３０年 ８月 ６日（月）第 1948回例会 

クラブアッセンブリー  木村ガバナー補佐 
『ガバナー公式訪問に向けて』 

平成３０年 ８月１３日（月）お盆の為 休会 

平成３０年 ８月２０日（月）⇒ 
８月２３日（木）第 1949回例会 

高校生の為の就職模擬面接会 

福井県立坂井高校にて 
8：00～受付  12：30～例会点鐘 

平成３０年 ８月２７日（月）第 1950回例会 

ガバナー公式訪問 
15：00～ 高椋コミュニティーセンターにて 
 

今後の例会予定  

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 

18：00～受付  18：30～例会点鐘 

４０周年実行委員会 

新理事役員披露会 小松屋にて 

 

次回の例会  

平成３０年７月９日発行 

丸岡ロータリークラブ会報 

ビジター受付のみ 18：00～18：30 

福井水仙 RC 木 9/27 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２回目の会長を仰せつかりました。１度目の会長の際は、６３名の会員がいました。その際に

は、多くの先輩・指導者がいました。今ほど自由に意見が言えなかったように思います。 

今回は、皆さんの力でクラブを盛り立てて頂きたいと思います。私は側で見守る立場に徹して、

理事役員の皆さんはじめ会員皆さんの絶大なるご協力をお願いします。 

１年間は、健康管理に気をつけてしっかり会長職を全うしたいと思っております。 

林田 千之 会長挨拶                          ７月２日（月） 

バッチ交換 新旧会長・幹事              ７月２日（月） 

               ７月６日（水）  開催  
 

第２回 理事会 議事録               ７月２日（月）  

【協議事項】    

①８月例会プログラムについて   【杉本クラブ管理運営理事】 

全会一致で承認 

②8/28高校生就職模擬面接会について【上屋敷職業奉仕委員 代理】 

全会一致で承認  面接後の例会開催時間１２：３０開始で確認                    

③8/26チャレンジロボコンについて 【上屋敷職業奉仕委員 代理】 

寄付金 50,000円 委員会の予算 

④タイスタディツアーについて   【西出社会奉仕委員長】 

当初予定より参加する高校生を増やす 各校５名ずつ １０名 

丸岡高校より同窓会からの寄付をもらう。 

⑤希望の風奨学金について     【松井幹事】 

会長：前年同額とし、再度会計に確認。集金方法等再審議。 

⑥山岸会員出席免除を承認 

⑦丸岡城天守を国宝にする市民の会 入会について【松井幹事】 

正会員 入会金１０，０００円 年会費１０，０００円  

社会奉仕委員会より出金 

⑧南島原の原城跡 世界遺産登録されたお祝いを島原南ＲＣへ 

することについて              【松井幹事】 

会長：手紙を送ることとします。 

【報告事項】    

①6/18 お疲れさん会 決算について【竹澤前年度親睦委員長】 

 了承 

②5/21 クラブフォーラムを終えて 【奥村前年度ロータリー情報委員長】 

会員全員にアンケートを実施する事で了承。 

 

８月プログラム 

日  時 内  容 

8/6（月） 

祝事 

クラブアッセンブリー 

 『ガバナー公式訪問に向けて』 

 カバナー補佐 木村昌弘様祝事 

8/13（月） お盆の為 休会 

8/20（月） 

⇒ 

8/23（木） 

＜時間場所

変更＞ 

高校生の為の就職模擬面接会 

  於：福井県立坂井高等学校 

 8：30 集合 

 9：00～12：00 模擬面接 

12：00 昼食 

12：30～12：45 例会 

8/27（月）

＜時間場所

変更＞ 

ガバナー公式訪問 三国 RCと合同 

 14：30～14：45 写真撮影 

 15：00～16：00 公式訪問例会 

 16：10～17：10 会長幹事役員懇談会 

 

７月度祝事 

会 員 誕 生 日 

7/4  奥村会員 75 

7/31 金 会員 65 

 

会 員 夫 人 誕 生 日 

7/18   小見山会員夫人 民恵様 

7/25  瀬野会員夫人  早苗様 

 

今年度の記念品はレターオープナーです 

 

ご夫人へ ささやかですが、今年度も 

ロールケーキのプレゼントです(*^_^*) 

 



   新年度方針発表 ①                 ７月２日（月）  

        クラブの事情で２度目の会長を引き受けることとなりました。４０年間、頭の悪い私ですが、 

ロータリーについて一生懸命学習しましたことを振り返り、現在の丸岡ロータリークラブで、会

員皆様に何を伝えるかを思い、「不易流行」の「不易」を主に伝え、運営に関しては役員理事をは

じめ、会員の皆様にお任せして参りますので、よろしくお願い致します。 

 

． 

 

④ 定款細則の厳守 

⑤ ロータリープログラムに参加 

⑥ 新会員の推薦 

① 例会に出席する 

② 会費の納入 

③ ロータリーの友の購読 

 
入会して３年３か月の若輩者が、幹事を務めさせていただくこととなりました。林田会長とは、

年齢的にもちょうど親子の関係です。指導を受けながら、会長の補佐を自分になりに頑張ります。 

１年間どうぞよろしくお願い致します。 

 

 
会長の方針に基づき予算を組みましたが、本年度予算が減少する中、奉仕活動費は前年度同額にし

ました。会員数３２名で新年度は、出発します。前年度より３名少ないので、予算は 10％減少し

ます。しかし、奉仕活動費は減らすことはできないので会員を３名～５名増やして安定した予算づ

くりを会員増強委員長、ニコニコ箱委員長の協力の元に進めていきたいと思っています。 

３２名だと収入総額は 7,740,000 円となります。     

          

          

  

会長方針の基、各委員会、会員が有意義で楽しく 

ロータリー活動ができるクラブ運営に努めます。クラブ管理運営６委員会の重要性の理解に努め、

委員会それぞれが活発で楽しい活動となるよう努力します。各委員会が効率の良い活動となるよ

う連絡調整に努めます。各委員会・委員の皆さんと連絡を密にし、委員会活動が活発になるよう特

に例会出席率向上にお役に立てるよう努めます。例会出席がよくなれば、例会が活気づくので、ソ

ングが楽しく歌われ、親睦が深まり、ニコニコ箱への寄付が増えるという好循環となりますので、

しっかり委員会を管理してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。 

 

丸岡ロータリークラブのロータリアンとしての品格・プライド等 

含め、奉仕活動内容を地域の人に広報するための手段を考えながら活動してまいります。奉仕プロ

ジェクト部門と連携しながら、マスメディアとの関係向上に努めていきます。 

 

杉本政昭 クラブ管理運営理事 

今年度、ぜひ進めて参りたい事業が 2 点あります。 

1 点目は、婚活事業です。前々回のボラ婚、前回のバツイチ婚に続き、今年度も新しい形式の婚活事

業を考えています。前回のバツイチ婚が好評でしたので、継続することを含め検討中です。2 点目は、

教室に入れない子供に対するフォーローの事業を進めます。5 年前に丸岡中学校で作成したいじめ相

談サイトを作成して、たくさんの相談がありました。その時の経験をいかして、サイトを開設後集ま

った情報をどのように学校・親と共有していくのかを検討しながら、まずは、相談サイトの開設から

事業を始めてまいります。よろしくお願いします。 

 

各委員長の基本方針を尊重し、この会員増強・職業分類・ロータリー情報の三委員会は関連性の強

い委員会なので、互いの連携を図り、会員増強と会員意識向上に努めます。クラブフォーラム等で

得られた新入会員候補者について、例会に誘い、雰囲気を体験してもらうなど、会員全員で継続的

な勧誘活動を行っていきます。入会した会員には、適切なオリエンテーションを行い、意識向上に

努めます。複数回のクラブフォーラムを開催し、問題解決に取り組みます。目標にしています 40

周年 40 名の会員に向け努力してまいります。よろしくお願いします。 

         

林田恒正 公共イメージ理事 

ロータリーの「不易」 

松井 寛 幹事 

釣部勝義 会計 

 

三寺康信 社会奉仕委員長 

奥村雅徳 会員増強・退会防止理事 

林田千之 会長 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイ訪問報告                    ７月２日（月）  

２５日 グローバル補助金事業を開始するにあたって、贈呈式に出席してきました。

研修を受ける教師 約５０名が参列 

・タクアパＲＣ会長 挨拶 

・丸岡ＲＣ山下 2016-17 会長 挨拶 

・2017-18 金会長 ビデオメッセージ 

・プラティープ BNC 理事長 挨拶  

・パンガー県副知事 挨拶 

・各小学校にパソコン等を贈呈 

・体育館で会食 

 

山下・杉本・松井会員 

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－林田恒正 会報委員会 委員長－倉田教信 副委員長－前川 徹 

委 員－杉本政昭 瀬野友伸 竹澤俊彦 

関山雄士 宮谷正志 

川上純幸 

委員会報告                    ７月２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 

 7 月 2 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 39,000円 39,000円 39,000円 

ロータリー財団 52,000円 52,000円 

米山記念奨学会 46,000円 46,000円 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者  ２４名 

林田会長 新年度皆さんよろしくお引廻しお願いします。 

松井幹事 今年 1 年幹事を務めさせていただきます。よろ

しくお願いします。 

中島   林田会長、松井幹事一年間御苦労様です。 

南    会長・幹事そして役員の皆様一年間ご苦労様で

す。林田会長がんばれ～～！！ 

釣部   「林田千之」丸の船出を祝し、また健康には十

分気を付けて下さい。また、松井幹事よろしく

お願いします。 

山岸   林田丸の船出を祝して！！ 

小見山  林田会長・松井幹事又他の理事・役員の皆様方

1 年間御苦労様です。ともに楽しき 1 年である

様に。妻の？才を祝っていただき。 

林田數一 林田丸船出を祝し。 

北    林田会長・松井幹事 1 年間よろしくお願いしま

す。 

下田   いよいよ林田会長・松井幹事丸の出港です。1 年

間頑張りましょう 

金    林田千之年度の門出を熱烈に後押しするよう 

な一日でした。（7/2 最高気温 34.5℃） 

奥村   新年度のスターとです。皆さん今年度もよろし

くお願いします。 

林田恒正 林田会長！今年よろしくお願いします。 

山下   姉妹ｸﾗﾌﾞの南島原の原城跡が世界遺産に登録

されて大変誇らしく思います。林田・松井コン

ビの活躍をお祈りします。 

◆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 

7/2 ３２ ２７ ４ ０ 1 87.10% 

【メーキャップ】 7/2～7/6 事務局受付分 

 なし 

＜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 

6/25 ３２ ２３ ３ ４ ２ 86.67% 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １８名 
中島 南 釣部 林田千之 林田數一 下田 金 奥村 

林田恒正 山下 東角   倉本   倉田 水﨑 

杉本   三寺 松井   竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者  １６名 
中島   釣部 林田千之 林田數一 下田 金 奥村 

林田恒正 山下 倉本   倉田   水﨑 杉本 

三寺   松井 竹澤 

倉本   林田千之会長、松井幹事、理事役員の皆様方本日からスタ

ート頑張りましょう。 

倉田   林田千之会長、新役員の皆様 1 年間よろしくお願い致しま

す。 

水﨑   新しい年度が始まりました。本年もよろしくお願いしま

す。林田会長頑張って下さい。 

柿木   今年度ニコニコ箱を担当させていただきます。皆様 1 年間

よろしくお願いします。 

杉本   林田会長・松井幹事コンビで今年度頑張りましょう！よろ

しく！！ 

三寺   今年 1 年も宜しくお願い致します。 

上屋敷  本年度もよろしくお願いいたします。 

川上   今年度親睦委員長を務めさせて頂きます。 

竹澤   本年度もよろしくお願いします。 

西出   新しい年度の始まりで、気持ち新たに頑張ります。 

1 年宜しくお願い致します。 

小学校や施設には図書、本棚、パソコン等がほぼ設置済。 

研修後の利用とその効果はこれからの検証が必要と感じました。 

 


