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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 12/5,19 

福井南 RC 火 11/13,27 12/18 

福井西 RC 金 12/14 

福井あじさい RC 金 11/30 12/21 1/18 

武生府中 RC 木 11/15 

 

平成３０年１１月１２日（月）第 1958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  １１月 結婚記念日 

修 了 証   ＲＩＬパートⅢ研修 10/28（日）実施 
杉本政昭会長ノミニー参加 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫  

① 2018-19年度 2650地区ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会 

 委員長交代のお知らせ 

  ② 2019-20年度ガバナー補佐決定のお知らせ 

福井県２グループ（丸岡 RC）  

小林和美氏（福井水仙 RC）内科 

≪その他≫  

① ウイングカップソフトボール大会お礼状 

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  ロータリーの友（１０月号）解説 

竹澤 俊彦 会員 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

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１９日（月）第 1959回例会 
米山奨学生卓話（１０月米山月間） 

 ブー ゴック ミン さん ＜ベトナム・男＞ 

お世話クラブ： 福井北 RC 

同行者：地区米山奨学委員 伊藤 彰様(福井 RC） 
 

次回の例会  

平成３０年１１月１２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 

⇒１２月３日（月）は振替で休会です。 

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。 

  または、pdfもしくは jpgデータにてメールで  

 ご提出も可。 

③〆切 １１月２６日（月）例会 

お手数おかけしますが、ご協力 
お願いします。 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のすばらしい方をお招きしてお話を伺います。卓話者は、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です。実は、加藤様とは、長い付き合いで、

選挙の時には、色々とお話をしました。また、私が自転車ロードレースの実行委員長を

していた時に後援を福井新聞からいただきお力をいただきました。またスタディツアー

の写真の記事を記念誌等に掲載したいと希望したときも、個人情報の関係上難しいよう

なことを担当者からは言われたのですが、加藤さんに相談したところ快諾してください

ました。 

いよいよ４０周年記念式典の日が近づいてまいりました。以前の周年行事の際の記念

誌を読んでいますと、とても懐かしく思い出されます。４０周年も皆様の協力をいただ

き、成功させたいと思いますので、よろしくお願い致します。 

林田 千之 会長挨拶                        １０月２９日（月） 

外部卓話                    １０月２９日（月）  

あああ 『活字と人格』  福井新聞社 

 事業局長代理 兼 福井新聞文化センター 加藤佳紀様 

山下会員

からの質

問があり

ました。 

＜会員感想＞業界の裏話など興味深くお聞きしまし

た。紙媒体の新聞の販売部数や販売売上が減少してい

ます。新聞業界はデジタル機器の台頭を受け、全体と

して衰退してしているようです。これを受け、業界全

体が取り組んでいるのがデジタル化への移行です。こ

の移行をうまく行えれば将来的に紙媒体の新聞とデ

ジタル化での新聞という二通りの方法を上手に活用

し新聞業界が生き残っていく道はあると思います。個

人的には将来的にも新聞を手にして活字を読みたい

と思います。朝起きて一番に新聞を郵便受けから取り

出すのが日課です。紙媒体の新聞の文化を残していっ

てもらいたいものです。    （文責 倉田教信） 

下記のような資料を頂き、新聞

社が抱える問題点、若者たちの

活字離れなど、いろいろな観点

からお話していただきました。 



 

 

 

 

４０周年記念式典・祝賀会              １１月３日（土）  

＜記念事業発表＞ 

スタディツアーに参加した 

高校生の体験発表も 

含めて行われました。 

＜記念式典＞ 出席者 ８２名 

 酒井市長はじめ来賓  ６名 

 近藤先生       ３名 

 地区役員       ７名 

 島原南ＲＣ      ９名 

 スポンサー・友好クラブ８名 

 県下ＲＣ      １４名 

 元クラブ員      ５名 

 丸岡ＲＣメンバー  ３０名 

１１月５日 

福井新聞 に 

掲載されました。 

林田記念事業部会部

会長の報告 

 

中川ガバナーのメッセ

ージを木村ガバナー補

佐が代読 

近藤先生のご講演 



 ＜記念祝賀会＞出席者 ７９名 

 西川知事はじめ来賓  ４名 

 地区役員       ８名 

 近藤先生       ３名 

 島原南ＲＣ      ９名 

 スポンサー・友好クラブ８名 

 県下ＲＣ      １４名 

 元クラブ員      ３名 

 丸岡ＲＣメンバー  ３０名 

 

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                   １０月２９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２９日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 21,000円 319,000円 739,000円 

ロータリー財団 20,000円 257,000円 

米山記念奨学会 24,000円 203,000円 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １６名 

林田会長 加藤さんのお話楽しみにしています。 

松井幹事 福井新聞社加藤様 卓話楽しみにしていま 

す。 

釣部   ４０周年がんばろう。 

下田   加藤佳紀様 卓話ありがとうございます。 

金    ちょっと、いや、かなりうれしい事がありまし

た。 

奥村   ４０周年近づきました。頑張りましょう。 

林田恒正 加藤様 卓話ありがとうございました。 

東角   あと少しで４０周年記念式典・祝賀会です。 

皆さんよろしくお願いします。 

倉本   少々寒くなりました。風邪を引かないように。 

倉田   随分と寒くなりました。記念事業前ですので、

お身体大事にして下さい。 

水﨑   福井新聞社加藤さん 卓話よろしくお願いし

ます。 

柿木   福井新聞社加藤さん 卓話よろしくお願いし

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 

10/29 ３２ ２７ ２ ０ ３ 93.10% 

11/3 ３２ ３０ １ ０ １ 96.78% 

【メーキャップ】 10/29～11/12 事務局受付分 

11/12 福井東RC 柿木 11/12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 

10/22 ３２ ２７ ０ ４ １ 87.09% 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １２名 
中島 釣部 林田千之 下田 金 林田恒正 東角 

水﨑 杉本 竹内   松井 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者  １１名 
中島 釣部 林田千之 下田 金 林田恒正  

水﨑 杉本 竹内   松井 竹澤 

杉本  加藤様 本日よろしくお願いします。 

竹内  今週の４０周年記念式典・祝賀会ガンバリましょう。 

川上  ゴルフ同好会の皆様 昨日はおつかれ様でした。 

竹内会員優勝 三寺会員準優勝おめでとうございます。 

竹澤  加藤様 本日の卓話よろしくお願いします。 


