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ビジター受付のみ  12：00～12：30 
福井 RC 木 6/27 

福井南 RC 火 6/25 

福井西 RC 金 6/28 

福井東 RC 月 6/17 

福井あじさい RC 金 6/28 

三国 RC 金 6/28  

武生府中 RC 火 6/27 

大野 RC 水 6/26 

 

令和 元年 ６月 ３日（月）第 1981回例会 

19：00 開会点鐘 

君が代・ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「四つのテスト」 斉唱 

会長挨拶   林田 千之  会長 

祝  事  ６月  会員誕生日  結婚記念日 

         夫人誕生日 

修了証授与 ＲＹＬＡ 道木 大仁
たいと

 様 
             （道木会員ご子息） 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

① ＲＩ日本事務局から 

2019年 6月のレート 1ドル＝110円 

（ご参考：2019年 5月＝112円） 

⇒7/1より、RI為替ﾚｰﾄは各月初日の市場実

勢相場に基づく。このため、事前に RI為

替ﾚｰﾄの連絡はなし。 

  ② 2019-20年度「職業奉仕担当者研修会」 

 ７月１５日 メルパルクＫＹＯＴＯにて 

  ③ 第 15回ロータリー日韓親善会議の案内 

  ④ ＲＩ2019年規定審議会 決定報告書 

≪その他≫ 

① 新旧会長幹事会 お礼状・記録写真集 

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 

    『福井県内の児童虐待の現状』 

福井県総合福祉相談所 

子ども女性支援課 課長 芝 康弘 様 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

令和  元年 ６月１７日（月）第 1983回例会 
ロータリーの友（６月号）解説  

  担当：上屋敷貴紀会員 

今年度活動報告会① 

ＳＡＡ（下田）   クラブ管理運営理事（杉本） 

公共イメージ   （林田恒正） 

会員増強・退会防止（奥村） 

奉仕プロジェクト （東角） 

令和  元年 ６月２４日（月）第 1984回例会 
今年度活動報告会② 

林田会長   松井幹事 

今後の例会予定  

令和  元年 ６月１０日（月）第 1982回例会 
お疲れさん会 ＆ 新入会員歓迎会 場所：小松屋 

18:00～     受付開始 

18:30～     開会点鐘 

18:45        閉会点鐘 

18:50～     懇親会 

 

次回の例会  

令和元年６月３日発行 

丸岡ロータリークラブ会報 

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 



 

  

三国成田山 九頭竜寺にて                     ５月２４日（金） 

月間主管による護摩祈祷 

 

Special Big Show 

土屋マミ＆ 

トランペット★ヒーローズ 



 

本日は、お昼でまた週末の何かとお忙しいところ、合同例会ということでお集まり頂

きましてありがとうございます。丸岡ＲＣの４０周年記念式典にも出席させて頂き、大

変お世話になりました。見習いたい点が多くありました。また、先日開催された県下Ｒ

Ｃ新旧会長幹事会では、丸岡ＲＣの事業計画が大変参考になりました。新入会員が６名

ということで大変喜ばしいかぎりです。我々三国ＲＣも女性会員が２名増えこれで、５

名の女性会員となりました。今後、この女性パワーを大いに発揮して欲しいと願ってお

ります。 

先ほどは、成田山福井別院九頭竜寺での護摩祈祷をありがとうございました。皆様に

すばらしいご加護があることと思います。 

 

合同例会 齊藤 重一 三国ＲＣ 会長挨拶        ５月２４日（金） 

今日は久しぶりにお昼の例会に参加させて頂きまして懐かしく思っております。三国

クラブの皆様には大変お世話になりますが、嬉しいひと時を過ごさせて頂きたいと思い

ます。斉藤会長の思いやりで我々丸岡クラブ会員の安寧を願ったご祈祷頂きましてます

ます発展するのではないかと、うれしく思います。ありがとうございます。 

さて、以前のＩＭで保育所の理事長さんが家庭でのしつけが大切で、食卓を楽しく囲

む家庭が少なくなっているとのお話がありました。もう少し子供たちのことを考えてい

かねばというように思いました。それに関連した家庭での子供についての記事がありま

したので、会報に挟んでおきました。ご一読ください。 

合同例会 林田 千之 会長挨拶                ５月２４日（金） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

懇親会                     ５月２４日（金）  

委員会報告                    ５月２４日（月）  

◆寄付金の状況◆ 

 5 月 24日 累計 

ニコニコ箱 0 円 700,000円 

ロータリー財団 0 円 506,000円 

米山記念奨学会 0 円 421,000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 

5/24 ３５ １６ １７ ０ ２ 48.48% 

【メーキャップ】 5/24~5/31 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 

5/20 ３５ １９ ０ １４ ２ 57.58% 

 

丸岡ロータリークラブ 
会員数：３５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 

齊藤三国ＲＣ会長

開会ご挨拶 

林田会長の発声にて

乾杯 

それぞれのテーブルにて食事をとりながら歓談 
東角会長エレクト 

中締め 

辻田三国ＲＣソングリーダーの指揮で 

「手に手つないで(^^♪) 

中締め 

木村ガバナー補佐 

閉会ご挨拶 


