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ビジター受付のみ  12：00～12：30 
福井 RC 木 11/12 12/20 

福井北 RC 水 10/31 12/5,19 

福井南 RC 火 11/13,27 

福井東 RC 月 11/12 

福井西 RC 金 11/9  12/14 

福井あじさい RC 金 11/30 12/21 

三国 RC 金 11/9 

武生府中 RC 木 11/15 

 

平成３０年１０月２９日（月）第 1956回例会 

19：00   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   林田 千之  会長 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫  

① 2019決議審議会 提出決議案」の募集 

② 第 2650地区 2000-01年度ガバナー 

山﨑 時雄様「お別れの会」 案内 

  ③ 2018年 11月 RIレートのお知らせ 

     11月のレートは、1ドル＝112円 

（ご参考：2018年 10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 

福井新聞社 

事業局長代理 

兼 福井新聞文化センター担当 

加藤 佳紀 様 

 「活字と人格」 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

平成３０年１１月１０日（土） 
ＩＭ ５組  敦賀にて 

平成３０年１１月１２日（月）第 1958回例会 
祝事 

ロータリーの友（１１月号）解説  竹澤俊彦会員 

平成３０年１１月１９日（月）第 1959回例会 
米山奨学生卓話 

 ブー・ミン・ゴック（ベトナム）さん 

平成３０年１１月２６日（月）第 1960回例会 
外部卓話 

 元平章小学校 校長 三浦三博氏  

「丸岡藩と滝谷村」 

 

今後の例会予定  

平成３０年１１月 ３日（土）第 1957回例会 
創立４０周年記念式典 

⇒１１月５日（月）は振替で休会です。 
 

次回の例会  

平成３０年１０月２９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 11/15,29 

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１２月 ２日（日）第 1961回例会 

前期お疲れさん会＆クリスマス家族会 

あわらグランドホテルにて 

 11：30～ 受付 

12：00～ 開会点鐘 例会 

 12：30～ 閉会点鐘 

  前期お疲れさん会＆クリスマス会へ 

１１月５日（月）までに出欠お返事お願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久しぶりにお客様がお見えになられました。三国ロータリークラブ会長齊藤重一様です。

ようこそお越しくださいました。 

 本日は、國神神社の前祭りで列席してきました。玉串奉奠の順番が昔は団体が先にしてい

ましたが、今日は銀行が先でした。どうだろうかと疑問に思っています。 

 さて、いつも「飲み会を開催したい」という声を耳にしますので、私、林田千之が発起人

となり、美味しいものを食べたり、お酒を飲んだり、たまには、気軽に旅行をする同好会を

作りたいのですが、みなさんいかがでしょうか？案外、読売旅行などの企画で面白いものが

あります。多くの会員の参加をお待ちしています。 

林田 千之 会長挨拶                        １０月１５日（月） 

 加賀ロータリークラブの梶幸夫様がいらっしゃいました。お久しぶりでございます。 

 さて、いよいよ４０周年式典の日が近づいてまいりました。なぜ、周年行事をするのかと

申しますと、過去のクラブ活動を振り返って、今後にどのようにつなげていくかを再考する

きっかけになるからです。ぜひ、３日には、皆さん全員でお祝いを 

したいと思います。 

 ３０周年の時には、赤いネクタイで揃えました。 

今回もありましたらば、皆さん赤いネクタイをしてきてください。 

  

林田 千之 会長挨拶                        １０月２２日（月） 

案 内     １０月１５日（月） 

三国ＲＣ会長 

齊藤重一様よりの 

ご案内です。 

１０月２６日（金） 

開催済みです 

 

修了書授与   １０月２２日（月） 

ＲＬＩパートⅡ研修 修了書 

（ロータリー リーダーシップ研修） 

9 月 2 日（日）9：45～16：20 京都文教学園にて 

 

杉本会長エレクトが 

パートⅠに引き続き 

受講されました。 

      

次回パートⅢ 

 10 月 28 日（日） 

 

報 告     １０月１５日（月） 

 ①前年度社会奉仕委員長 

４/２２開催したバツ１婚活事

業にて、カップル成立は６組で

した。その中の１組、林田恒正

会員のご紹介で参加された方

が、この度ご成婚されました。 

ご報告いたします。 

②今年度職業奉仕委員長 

2018 年 10 月 6 日（土） 

13:30〜15:30 アオッサにて 

地域別 職業奉仕担当者懇談会に出席しました。 

就職模擬面接会について、職業奉仕の活動ではないと

いう意見や、ＲＩと日本の職業奉仕感の違いなど、いろ

いろな考えを聞いてきました。職業奉仕の在り方を今

一度勉強していきたいと感じました。 



 

 

 

  

４０周年 準備             １０月１５日 ２２日（月）  

   東角実行委員長より準備と当日の役割分担の説明等がありました。 

２週にわたり、各部会で打ち合わせをしました。 

１０月２２日の様子です。 

当日の服装：スーツ  白ワイシャツ  赤ネクタイ 

 ポケットチーフ（2016-17 年度のお誕生日プレゼント 紛失した方は、自由） 



 

委員会報告                   １０月１５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 

 10月 15日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 22,000円 283,000円 703,000円 

ロータリー財団 19,000円 216,000円 

米山記念奨学会 15,000円 159,000円 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １４名 

【お客様 三国ＲＣ 齊藤重一会長】 

いつもありがとうございます。今日は、異業種交流

会のご案内にきました。よろしくお願いします。 

林田会長 三国クラブの会長ようこそ！ 

松井幹事 40 周年記念式典がんばりましょう。 

下田   三国クラブ会長齊藤様ようこそ。 

金    本日は申し訳ありませんが早退させていた

だきます。 

奥村   三国ＲＣ齊藤会長 ようこそ例会に。 

東角   体に気をつけよう！ 

倉本   三国ロータリークラブ会長様 ごくろうさ

まです。今日は丸岡祭の初日。人形焼でも買

おうかな。 

倉田   創立 40 周年盛況を願って！！ 

水﨑   記念式典が近づいてきました。力を合わせて

みんなでもりあげましょう。 

柿木   三国ロータリークラブ会長 ようこそ。 

 

◆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 

10/15 ３２ ２５ ４ １ ２ 83.33% 

【メーキャップ】 10/15～10/19 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 

10/1 ３２ ２７ ０ ３ ２ 90.00% 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １５名 
林田千之 北 下田  金  林田恒正 東角 倉本 

倉田  水﨑 柿木  竹内 松井 道木 川上 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者  １２名 
林田千之 北  下田 金  林田恒正  倉本 

倉田   竹内 松井 道木 川上 竹澤 

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 

道木   三国クラブ会長 御苦労様です。 

川上   三国クラブの会長ようこそ。お疲れ様です。 

竹澤   創立 40 周年刻々と近づいてまいりました。皆さん頑張り

ましょう！ 

 

委員会報告                   １０月２２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 

 10 月２２日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 22,000円 283,000円 703,000円 

ロータリー財団 21,000円 237,000円 

米山記念奨学会 20,000円 179,000円 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １２名 

林田会長 いよいよ４０周年も近づいてきました。皆様

のご協力よろしくお願いします。 

松井幹事 加賀ＲＣ 梶様ようこそ。 

釣部   ４０周年がんばろう。 

下田   ４０周年頑張りましょう。 

奥村   加賀ＲＣ梶さん お久しぶりです。 

東角   ４０周年にご協力・ご出席よろしくお願いし

ます。 

倉本   １１月３日４０周年記念式典良い天気を願い

ます。 

倉田   本日別の会議出席の為早退させて頂きます。 

水﨑   プログラムも出来上がって、いよいよですね。

しっかり頑張りましょう。 

柿木   今日は早退させていただきます。 

竹澤   皆さん 体調気を付けましょう。 

西出   寒暖の差が激しい季節になりました。体調に

充分気をつけて、１１月３日を迎えましょう。 

 

◆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 

10/22 ３２ ２７ ３ １ １ 87.09% 

【メーキャップ】 10/22～10/26 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 

10/15 ３２ ２５ ０ ５ ２ 83.33% 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １０名 
釣部 林田千之 下田 奥村 東角 倉本 竹内 

松井 竹澤   宮谷 

◆米山奨学会◆     寄付者  １２名 
釣部 林田千之 下田 奥村 倉本 柿木 竹内 

松井 竹澤   宮谷 


