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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 

福井西 RC 金 11/9 12/14 

福井あじさい RC 金 10/19 

三国 RC 金 9/28 

武生府中 RC 木 9/6 

敦賀西 RC 木 9/13,20 

 

平成３０年 ９月 ３日（月）第 1951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  ９月  会員誕生日・結婚記念日 
夫人誕生日 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫  

① 【米山月間】奨学生派遣について 

11/19米山奨学生卓話日 

② ロータリーフェローズ主催 

 エクスカーションの案内 

  ③ クラブ分担金納入のお願い 

インターアクト/ローターアクト 

 ⇒青少年奉仕委員会事業費より支出 

  ④ ＲＩ日本事務局より  

2018年 9月のレート 1ドル＝112円 

（ご参考：2018年 8月＝112円） 

  ⑤ 青少年交換学生 帰国報告文集 

  ⑥ ガバナー公式訪問お礼状 

 ≪他クラブより≫  

  ① 161回福井県下 RC会長幹事会お礼状 

    ⇒ホストクラブ福井水仙ＲＣより 

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 

17：30  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 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

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 

タイスタディツアー壮行会 
 

次回の例会  

平成３０年９月３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 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火 12/18 

 

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。 
 

平成３０年 ９月１３日（木）～１８日（火） 
2018タイスタディツアー 生き直しの学校へ 

丸岡高校・坂井高校生１０名 坂井高校先生１名 

取材カメラマン１名 

下田・東角・水﨑・西出・宮谷会員  
 



 

 

  

ガバナー公式訪問                              ８月２７日（月） 

国際ロータリー 第２６５０地区  

2018-19 年度 

ガバナー    中川 基成 様 

（あすかＲＣ） 

ガバナー補佐  木村 昌弘 様 

         （三国ＲＣ） 

副幹事長    久保 真須夫 様 

（あすかＲＣ） 

高椋コミュニティーセンターにて 

13：30～14：30   三国 RC 会長・幹事・役員理事懇談会 (３０１号室) 

14：35～14：45  写真撮影（玄関） 

15：00～16：00  三国 RC・丸岡 RC 合同例会 (３階大会議室) 

（15：30～16：00） ガバナーアドレス 

16：10～17：10  丸岡 RC 会長・幹事・役員理事懇談会 (３０１号室) 

         林田会長・松井幹事・杉本副会長・東角会長エレクト（竹内副幹事 代理出席） 



ガバナーアドレス                  ８月２７日（月）  

 

 

 

奈良県のあすかロータリークラブから参りました。私どものクラブは

創立２８年しか経っておりません。皆さんの方が歴史を積んでおられる

ことに敬意を表します。 

国際ロータリーとして１１３年の中で方向性も新たに出てきました。

今日はその辺をお話したいと思います。２０１８年～２０１９年度の会 

長は、バハマ・ニュープロビデンス島のイーストナッソー・ロータリークラブ所属のバリー・ラシン氏です。 

『Be the Inspiration・インスピレーションになろう』というテーマを掲げました。改めて少し説明します。この

インスピレーションというのは、日本人が思っている「ひらめき」とは、もっと強い意味もあります。それは、

insupaiyar インスパイヤーからきています。さらに spirit スピリットからきています。スピリットとは精神とか

魂とか、心ということです。鼓舞する、人の心に火をつける、意欲を引き立たせる、勇気づける、人に対しての波

を起こす。ロータリアンの魂を呼び覚ましてほしい。ロータリーの原点に立ちかえって、ロータリアンとして何を

すべきかを自覚して、地域に発信するロータリー、ロータリアンであってほしいということです。併せて新ビジョ

ン声明が発表されました。自分自身の中で、地域社会の中で持続可能な良い変化を生み出そう。手を取り合って共

に行動しようというものです。ロータリーが進むべき大きな指針になると考えています。その中で地区のスローガ

ンとして、『ロータリーを学び、実践し、発信しよう・Enjoy Rotary』ということを掲げました。人にロータリー

をわかってもらうには、私達自身がわくわくしながら楽しんで活動することが大事です。エンジョイとはそのこと

を自分のものにすることです。自分のすべてを発揮することです。次の３つの観点から皆さんの活動を応援したい

と思います。 

１.学びとは 

自分たちのリーダーシップの在り方を学ぶ。同じ理念を持ったお互いが雑談、卓話などを通して例会の中で学びあ

う。ロータリーは、その中核的価値観である「奉仕」「親睦」「多様性」「高潔性」「リーダーシップ」を尊び、学ば

んとする様々な職業分野のリーダーの集まりです。そこで自分が受けたことを、日頃の生活の中で活かしていくこ

とがロータリーを学ぶということです。 

２.実践とは 

ロータリーには五大奉仕があります。日本では、サービスを奉仕と訳しましたが、正しいサービスとは良心をもっ

て人の為に成すことが本意です。職業奉仕も有償でも無償であっても立派なサービスです。超我の奉仕を実践する

ことで、自らのそして周りの人々の人生を豊かにすることができるのです。 

３.発信とは 

私達自身がロータリーであります。社会奉仕や青少年奉仕などの活動を新聞で取り上げられたりすることもあり

ます。そこに集まって下さる人たちがロータリーの価値を知り、奉仕の輪に入る、そういう機会をつくることも大

切です。ポリオ撲滅への貢献など職場、友達、地域社会の人など身近な人に話していただきたいと思います。私た

ちロータリアンが発信するロータリーの価値観や知恵や 奉仕活動は、必ずや人々の共感を呼び、その価値観や使

命を共有できる仲間をふやすことができます。 

＜会員感想＞ 

とても分かりやすいアドレスでしたと林田会長がお礼を述べました。 

ロータリークラブは２００以上の国や地域に広がっています。１２３万人、民族、宗教、 

言葉、世代、それぞれの考えも性格も違う。それを一つの理念のもとに集まっています。 

違いの中で学ぶことが大事なことだと教わり、とても有意義な時間でした。  

        （文責 倉田 教信） 

 

国際ロータリー 第２６５０地区  
2018-19年度 ガバナー  中川 基成 様 （あすかＲＣ） 

 



  

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２７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 

 8 月 27日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 44,000円 194,000円 614,000円 

ロータリー財団 0 円 117,000円 

米山記念奨学会 0 円 93,000円 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者  １６名 

【お客様】 

ガバナー   中川基成様 

ガバナー補佐 木村昌弘様 

副幹事長   久保真須夫様 

 

林田会長 国際ロータリー第 2650 地区 

ガバナー 中川様 ガバナー補佐 木村様 

地区副幹事長 久保様を向かえて。 

今日はありがとうございます。 

松井幹事 中川ガバナー本日はありがとうございます。 

 

◆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 

8/27 ３２ ２４ ３ ３ ２ 80.00% 

【メーキャップ】 8/24～8/31 事務局受付分 

  福井あじさいRC 8/31 倉田 未定 

  福井西RC    8/31 倉田 林田恒正 未定 

  三国RC     8/31 奥村 8/23分 

  RLIﾊﾟｰﾄⅡ研修  9/2   杉本  8/23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 

8/6 ３２ ２４ １ ５ ２ 83.33% 

 
★中川ガバナー・木村ガバナー補佐・久保副幹事長 

本日は遠方より、ようこそいらっしゃいました。あり

がとうございます。よろしくお願いします。 

★三国ロータリークラブ様 お疲れ様です。よろしくお

願いします。 

  

釣部 山岸 小見山 林田數一 北  下田 金 

 林田恒正  倉本  倉田  水﨑  杉本 竹内 

 竹澤 

2018 タイスタディツアーについて 

参加者：丸岡 RC メンバー 下田・東角・水﨑・西出・宮谷会員 

    丸岡高校生 ５名 坂井高校生 ５名 小川先生（坂井高校） 

  取材カメラマン 松谷氏（株式会社メディアミックス） 

 

９月 ９日（日） 坂井高校にて     ９時～１２時 

          最終チェック 荷物（食材等）梱包 

 現地でのプログラムのリハーサル 等 

  １０日（月） 例会時 

          壮行会 

  １３日（木） 丸岡インターチェンジ １７時 

          出発式 

         小松空港       １８時４５分発 

  １４日（金） 羽田空港       ０時５５分発 タイへ向けて出発 

    ～     クロントイ プラティープ財団 

 カンチャナブリ 生き直しの学校 にて活動 

  １７日（月）  

  １８日（火） 小松空港       ９時４５分着 

         丸岡インターチェンジ １０時３０分着 

          解散式 

 

  

地区補助金を利用した本年度の 

国際奉仕委員会事業です。 

 

 事前の面接会、 

オリエンテーションでは、 

 青少年奉仕委員会 

 雑誌広報ＩＴ委員会の協力で 

 行われました。 


