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ビジター受付のみ  12：00～12：30 
福井北 RC 水 9/20 

福井東 RC 月 9/10 

福井南 RC 火 8/28 

福井西 RC 金 8/31 

福井あじさい RC 金 8/31,10/19 

三国 RC 金 8/31 9/28 

武生府中 RC 木 9/6 

敦賀西 RC 木 9/13,20 

 

平成３０年 ８月２７日（月）第 1950回例会 

ガバナー公式訪問 ＜三国ＲＣとの共同開催＞ 

   高椋コミュニティセンター 大会議室 

13：30～14：30 三国 RC 会長・幹事・役員懇談会 

14：35～14：45 写真撮影 

15：00   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   三国ＲＣ 齊藤 重一 会長 

丸岡ＲＣ 林田 千之  会長 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫  

① 2018-19年度寄付・認証 クラブの手引き 

② ﾛｰﾀﾘｰﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ 2018年版出稿願い 

募集締め切り日変更のお知らせ 

  ③ 「ザ・ローターアクター」 

  ④ 米山記念館報・賛助会員募集 

  ⑤ 職業奉仕担当者懇談会＜福井＞の案内 

    10/6 福井アオッサにて 

 ⑥ 全日本ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ親睦合唱祭開催の案内 

≪他クラブより≫  

  ① 160回福井県下 RC現・新会長幹事会議事録 

≪その他≫  

  ① 丸岡城天守を国宝にする市民の会 会員証 

  ② 「福井城の復元をすすめる会」署名願い 

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 

15：30  ガバナーアドレス 

     中川 基成 ガバナー 

16：00 閉会点鐘 

16：10～17：10 丸岡 RC 会長・幹事・役員懇談会 

本日の例会  

平成３０年 ９月１０日（月）第 1952回例会 

ロータリーの友（９月号）解説 川上 純幸会員 

平成３０年 ９月１７日（月）祝日の為 休会 

平成３０年 ９月２４日（月）祝日の為 休会 
 

今後の例会予定  

平成３０年 ９月 ３日（月）第 1951回例会 

 祝事 

外部卓話  坂井市国体推進課 

       課長 村中 秀也 様 

『福井国体を迎える坂井市』 

 

次回の例会  

平成３０年８月２７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

ＲＩ２６５０地区スローガン 

丸岡ロータリークラブ テーマ 

平成３０年１１月 ３日（土） 
創立４０周年記念式典 

⇒１１月５日（月）は振替で休会です。 

平成３０年１１月１０日（土） 
ＩＭ ５組 

⇒１１月１２日（月）は例会あります。 
 



  

    

ｐ３  ＲＩ会長メッセージ 

少し、辛口なメッセージだと感じました。 

ｐ４～ 特集 会員増強・新クラブ結成推進月間 「会員増強の可能性」 

ロータリーの会員数は長年１２０万人前後に留まっており、このままでは、組織の高

齢化、活動の停滞は免れません。そこでクラブ運営に柔軟性を取り入れて会員増強・

維持を図り、クラブの活性化に成功している海外の事例を紹介。国内からは、女性会

員に会員増強についての取り組み、特に女性会員の増強について意見を聞きました。

データと共に日本の会員増強の 

可能性を探ります。 

①クラブの長所をすべてリストにする。 

②入会候補者のリストを管理する。 

③クラブの強みを知る。 

④会員増強をクラブの最優先事項にする。 

⑤行く先々でロータリーについて話す。 

⑥会員の責任をリストにする。 

⑦ゴールはないことを認識する。 

⑧入会式をお祝いする。⑨粘り強く⑩精力的に 

ｐ42 パズルでロータリー  

答えは、私が解いたところ「２２」でした。 

毎回ロータリーに関連した答えですが、今回のこの数字は 

どのような意味があるのかは、不明です。 

ご存知の方は、教えてください。 

林田 千之 会長挨拶                          ８月６日（月） 

本日は、ガバナー補佐にお越しいただき、ガバナー公式訪問に向けてのアッセンブリーを行います。

皆さん、不明な点は、どしどし質問をして学んでください。今日の例会は多々予定がありますので、

会長挨拶は、これで終わります。 

第３回 理事会 議事録               ８月６日（月）  

【協議事項】    

①９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 

②西日本豪雨災害義捐金募集について 【松井幹事】 

一人３，０００円を目安に募金箱を作り義捐金とする。 

③４０周年記念式典 会員登録について【東角４０周年実行委員長】 

全員義務登録とする。登録料１０，０００円 

④ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会のｱﾝｹｰﾄについて  【奥村会員増強理事】 

話し合いの結果、一部内容を変更し再度各理事に修正個所を確認

してもらい承認する。 

【報告事項】    

①「入会のお誘い」文書について    【林田会長】 

②7/23 新理事役員披露会 決算書  【杉本管理運営理事】 

③2017-18年度 会計報告および監査報告 

 【林田前年度会計および釣部監査】 

９月プログラム 

日  時 内  容 

9/3（月） 

祝事 

外部卓話 『福井国体を迎える坂井市』 

    坂井市国体推進課 

      課長 村中 秀也 様 

9/10（月） 
ロータリーの友（９月号）解説 

         川上 純幸 会員 

9/17（月） 祝日の為 休会 

9/24（月） 祝日の為 休会 

 

卓 話                        ８月６日（月）  

『ロータリーの友（８月号） 解説』  上屋敷 貴紀 会員 



 

 

  

 

 

私は、今年度で、３年目ですが、２６５０地区は、変化してきたと感じています。ＭＹＲＯ

ＴＡＲＹに登録し、ＲＩのすぐれた情報を取り入れてクラブ運営に生かしていっていただきた

いと存じます。財政的なことを第一することや形を追いかけるクラブの在り方、増強は誤りで、

奉仕する仲間として行動しようとする、まさしく「インスピレーション」で取り組んでいって

いただきたいと思います。 

 

クラブアッセンブリー                ８月６日（月） 

 
ガバナー公式訪問に向けて              木村 昌弘 ガバナー補佐 

就職模擬面接会 1949回例会            ８月２３日（木）  

東角奉仕プロジェクト部門理事より質問に答えて 

クラブの自治権を認めるようになってきた。当クラブでは、地区補助金を活用してのプロジェクトを数年国際

奉仕活動として行っている。その際、今年度のタイへ高校生のスタディツアーに関して、クラブの書類とは別

に、誓約書等を提出するようにと地区の青少年交換委員より指示がきた。その書類が、直訳したような文書で、

わかりにくい。提出願う高校生や保護者にも不評であった。その文書を提出しなければならない理由を明確に

していただきたい。ＲＩ・地区・各クラブの関係性を教えていただきたい。⇒ＲＩ日本事務局で、青少年が関わ

る活動については、リスクヘッジを明確にするということを提唱してきた。まだ始まったばかりで、不備があ

る。事務的なことは不明であるので、ガバナーに報告する。 

林田会長よりの質問に答えて 

①ＭｙＲｏｔａｒｙについて⇒活動を発信するために活用する 

②会員５０名を増強したことについて⇒若い人の考え・ニーズに合わせていくことが大切。何を残して何を伝

えていくのかを考えていただきたい。 

③海外のクラブの活動について⇒会費が安いことを売り物にして他のクラブと競っても意味がない。クラブ独

自で原点にかえって活動していっていただきたい。 

 

 ﾘｰﾀﾞｰ ① ② 

１班 釣部 小見山 道木 

２班 林田千 北 上屋敷 

３班 山岸 倉本 瀬野 

４班 下田 柿木 川上 

５班 林田恒 竹内 関山 

６班 山下 三寺 西出 

７班 水﨑 松井 宮谷 

 

福井県立坂井高等学校に

て、坂井高校生・丸岡高校生

約１７０名の参加で、行い

ました。面接官を務めた会

員の皆様、お疲れ様でした。 

各班、４グループ（5、6 名ずつ） 

担当して、集団模擬面接です。 



 

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－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               ８月６日（月）２３日（木）  

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 8 月 6 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 32,000円 139,000円 559,000円 

ロータリー財団 33.000円 117,000円 

米山記念奨学会 18,000円 93,000円 

 

◆ニコニコ箱◆ ８/６分 寄付者  １８名 

【お客様】 

木村ガバナー補佐 

丸岡クラブの皆様へ 林田千之新会長のもと、新しい年

度粘土が有意義で輝かしい成果を達成できますようご

期待申し上げます。 

林田会長 ガバナー補佐木村様 今日はよろしく！ 

上屋敷君 短い時間で申し訳ない！ 

妻の誕生日を自祝して。 

松井幹事 木村ガバナー補佐 クラブアッセンブリーよ

ろしくお願いします。 

釣部   木村ガバナー補佐 ようこそ丸岡へ 

     妻の誕生日を自祝して。 

下田   木村さんようこそ。誕生日を自祝して。 

金    木村ガバナー補佐 本日は宜しくお願い致し

ます。 

奥村   ガバナー補佐木村昌弘様 本日はよろしくお

願いします。 

林田恒正 木村ガバナー補佐ようこそ！よろしくご指導

お願いします。 

山下   西出さん タイ訪問ご苦労様でした。 

     木村ガバナー補佐 ようこそ。 

東角   木村様 今日はありがとうございます。 

倉本   木村ガバナー補佐 本日は御苦労様です。本当

に今年の夏は暑いです。倉田  誕生日を自祝

して。 

水﨑   木村ガバナー補佐様 御苦労様です。 

     誕生日を自祝して。 

柿木   ガバナー補佐 今日は宜しくお願いします。 

上屋敷  木村ガバナー補佐 ご訪問ありがとうござい

ます。８月号の友解説させていただきます。 

 

◆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 

8/6 ３２ ２４ ７ ０ ２ 80.00% 

8/23 ３２ ２６ ６ ０ ２ 86.67% 

【メーキャップ】 7/30～8/24 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 

7/30 ３２ ２６ ０ ３ ３ 89.66% 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １８名 
中島 南  釣部 林田千之 下田 金  林田恒正 

山下 東角 倉本 倉田   水﨑 柿木 杉本 

松井 川上 竹澤 宮谷 

◆米山奨学会◆     寄付者  １３名 
中島 釣部 林田千之 下田 金  林田恒正 

山下 倉田 杉本   松井 川上 竹澤 宮谷 

竹澤  ガバナー補佐木村様 本日は御苦労様です。 

    上屋敷さん 友解説よろしくお願いします。 

西出  木村ガバナー補佐 クラブアッセンブリーよろしくお願い 

します。 

宮谷  お疲れ様です。本日途中退席します 

８月度祝事 

会 員 誕 生 日 

8/3  水﨑会員 78 

8/24  下田会員 69 

8/26  山下会員 61 

8/26  三寺会員 51 

8/27  倉田会員 61 

会 員 夫 人 誕 生 日 

8/7  倉田会員夫人    ゆかり様 

8/18  金会員夫人     節子様 

8/20  釣部会員夫人    政代様 

8/21 林田千之会員夫人 美代子様

8/26 北会員夫人     直子様 

結婚記念日 なし 

◆ニコニコ箱◆ ８/２３分    寄付者  ７名 

林田会長 本日、皆様御苦労様でした。 

松井幹事 職業奉仕委員会のメンバーの方ご苦労様でした。 

下田   面接御苦労様でした。今日は内孫の誕生日、明日は私の 69

歳の誕生日です。 

■就職模擬面接会お疲れ様でした  倉田 水﨑 竹内 道木 

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 

 8 月 23日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 11,000円 150,000円 570,000円 

 


