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ビジター受付のみ  12：00～12：30 
福井 RC 木 12/20 

福井北 RC 水 12/19 

福井南 RC 火 12/18 

福井西 RC 金 12/14 

福井東 RC 月 12/17 

福井あじさい RC 金 12/21 1/18 

鯖江 RC 金 12/21 

武生 RC 火 12/18 

若狭 RC 火 12/18 1/8 

敦賀西 RC 木 12/13 

 

平成３０年１２月１０日（月）第 1962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 

祝  事  １２月 会員誕生日 結婚記念日 

会員夫人誕生日 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

① 会員増強アンケート記入のお願い 

② 地区ﾛｰﾀﾘｰ財団 補助金管理セミナー 開催 

2019.2.9（土） 

出席要請：次年度会長・幹事・財団委員長 

本セミナーへの参加が、財団補助金を申請 

する際「クラブ参加資格」取得の必須条件 

  ③ 【2018-19地区大会】 WEB登録について 

  ④ ＲＩ日本事務局経理室より 

2018年 12月 RIレート 1ドル＝112円 

（ご参考：2018年 11月＝112円） 

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 

    ロータリーの友（１２月号）解説 

山下健治会員 

20：00 閉会点鐘 

20：00 総会 

本日の例会  

平成３０年１２月２４日（月） 祝日の為 休会 

平成３０年１２月３１日（月） 年末の為 休会 

平成３１年 １月 ７日（月）第 1964回例会 

 

今後の例会予定  

平成３０年１２月１７日（月）第 1963回例会 
 ロボットコンテスト出場チームの模様を見学 

  福井県立坂井高等学校にて 

   12：00 食事 

  12：30 開会点鐘 見学 

13：30 閉会点鐘 
 

次回の例会  

平成３０年１２月１０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 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火 12/18 2/5 

福井水仙 RC 木 12/20 1/10 2/28 

 

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

ＲＩ２６５０地区スローガン 

丸岡ロータリークラブ テーマ 

新年会でのアトラクション（お写真提供依頼） 
①生まれた頃～学生時代～青春時代 ３枚程度 

②封筒に入れて、記名し事務局までお渡し下さい。

必ず、ご返却いたします。pdfもしくは jpgデー

タにてメールでご提出も可。 

③〆切 なるべく早くに 

お手数おかけしますが、ご協力 
お願いします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月２３日緑幼稚園の百周年式典がありました。大正５年に本町に創立しました。キ

リシタンと丸岡は、有馬家を通じて縁があることを思い出しました。 

＜緑幼稚園のＨＰより＞ 

丸岡町とキリスト教の関わりは、1695 年 5 月、九州延岡藩主・有馬清純が、農民一揆の

責任を負い、丸岡に転封した時からと伝えられる。有馬家は元来、長崎地方の領主であ

って、1594 年に日本に初めてキリスト教を伝えたポルトガルの宣教師、フランシスコ・

ザビエルからの教えを受け入れた切支丹大名の一人であった。当時、日本の政権を握っ

ていた織田信長はキリスト教に寛大な姿勢をとっていたが、豊臣秀吉になって禁教令が

出されると、切支丹大名らは真っ先に仏教に改宗させられた。しかし、熱心なキリスト

教徒たちは、その信仰により、毎日、密かに礼拝を守り続けた。丸岡町にある「切支丹灯

籠」もその証の一つであろう。 

1890

林田 千之 会長挨拶                        １１月２６日（月） 

卓 話                      １１月２６日（月）  

１ 

  丸岡という名前の付く処に２０数年以上勤めていたことで、丸岡を一番身近に感じ

ているとこなどを含め、自己紹介をされました。 

滝谷村の地名の

由来について、雨が

降れば谷に水が集

まり滝になる山あ

り谷ありの所だっ

たことが想像でき、 

３地区から構成されていること、百姓村という

俗称もあることなど説明しました。 

また、丸岡藩は滝谷湊の権益の為に、滝谷出

村を作りそこへの移住を推奨し発展を図った。

丸岡藩の藩札発行同様、滝谷村でも藩札が発行

され、御蔵前所や御制札場もあったこと、福井

藩と丸岡藩の領地争いがあったことなど、資料

や地図を基に説明されました。 

最後に、滝谷村は九頭竜川の喉にあたる部分

に滝谷湊を抱えており、小さな村ではあったが

その存在は大きかった、丸岡藩との関りが大き

かったことなどを説明し、郷土歴史については

亡くなられた宮本先生にも色々教えていただ

いたと、締めくくられました。 

ありがとうございました。 

           （文責 杉本政昭） 

 

 

『丸岡藩と滝谷村』         元平章小学校校長 三浦 三博 様 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

前期お疲れさん会＆クリスマス家族会         １２月２日（日） 

全員で、君が代・四つのテストを斉唱(^^♪    
林田会長 挨拶 

あわらグランドホテルにて 

会員  １６名（１名欠席） 

ご家族 ２２名    参加 

（内、お子様・お孫様１０名） 

にぎやかにクリスマス会開催 

金直前会長の音頭で乾杯 

今年も！！ ビンゴゲーム(*^_^*) 

１位の 

松坂牛から 

１５位まで 

当たった人

は皆、笑顔 

(#^.^#) 



 

 

 

 

 

 

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                   １１月２６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 

 11月 26日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 14,000円 380,000円 860,000円 

ロータリー財団 11,000円 300,000円 

米山記念奨学会 10,000円 244,000円 

 

◆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 

11/26 ３２ ２５ ５ ０ ２ 83.33% 

12/2 ３２ １５ １４ ０ ３ 51.72% 

【メーキャップ】 11/26～12/7 事務局受付分 

 11/24 地区指導者育成セミナー 林田數一 12/2分 

 11/29 福井水仙ＲＣ      倉田   12/2分 

 12/5  福井北ＲＣ       柿木   12/2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 

11/12 ３２ ２３ １ ５ ３ 82.76% 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １２名 

林田会長 三浦校長お久しぶりです。今日はよろしくお願

いします。 

松井幹事 三浦様 卓話ありがとうございます。 

下田   三浦三博様 卓話ありがとうございます。 

奥村   三浦三博様 本日は卓話ありがとうございま

す。 

林田恒正 三浦さん 卓話ありがとうございます。 

倉本   三浦三博様 本日は卓話ありがとうございま

す。 

水﨑   三浦先生 本日の卓話よろしくお願いします。 

     今日は、長浜と彦根の街づくりの様子を視察し

てきました。 

柿木   三浦さん 卓話ありがとうございます。 

竹内   三浦様 本日の卓話よろしくお願いします。 

上屋敷  都合により早退させていただきます。 

     すみません、、、、、、、、、。 

竹澤   三浦先生 卓話よろしくお願いします。 

西出   皆様おつかれ様です。今日は、三浦先生宜しく

お願い致します。 

◆ロータリー財団◆   寄付者   ９名 
林田千之 北  下田 奥村 林田恒正 東角 

倉本   松井 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者   ８名 
林田千之 北  下田 奥村 林田恒正 

倉本   松井 竹澤 

同時にビンゴの人は、じゃんけんで 

順位を決定！ 

水﨑パスト会長の挨拶で閉会 

恒例の♪『手に手つないで』♪ 

ご夫人・お子様・お孫様 

全員で、大きな輪になりました(^○^) 


