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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 12/18 

福井西 RC 金 12/14 

福井東 RC 月 12/17 

福井あじさい RC 金 12/21 1/18 

武生 RC 火 12/18 

若狭 RC 火 12/18 1/8 

敦賀西 RC1 木 12/13 

 

平成３０年１１月２６日（月）第 1960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 社会奉仕事業に関するアンケート 

≪他クラブより≫ 

① お礼状  島原南ＲＣ 

≪その他≫ 

① 平成 29年度血液事業概要 

 福井県赤十字血液センターより 

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 

19：30  外部卓話 

 元平章小学校 校長 三浦
みうら

三 博
みつひろ

氏  

「丸岡藩と滝谷村」 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

平成３０年１２月１０日（月）第 1962回例会 
祝事 

ロータリーの友（１２月号）解説 山下健治会員 

平成３０年１２月１７日（月）第 1963回例会 
 ロボットコンテスト出場チームの模様を見学 

  福井県立坂井高等学校にて 

   12：00 食事 

  12：30 開会点鐘 見学 

13：30 閉会点鐘 

平成３０年１２月２４日（月） 祝日の為 休会 

平成３０年１２月３１日（月） 年末の為 休会 

新年は、 
平成３１年 １月 ７日（月）第 1964回例会 

 

今後の例会予定  

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。 
 

次回の例会  

平成３０年１１月２６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 11/29 

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 

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。pdfもしくは jpgデー

タにてメールでご提出も可。 

③〆切 １１月末日 

お手数おかけしますが、ご協力 
お願いします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のお客様は地区米山奨学委員の伊藤彰様（福井ＲＣ所属）、卓話をいただきます

奨学生のブー ゴック ミンさんです。卓話楽しみにしております。 

先日ＩＭで、松原六郎先生にお会いした際に、丸岡城の照明を来年９/２１～オレン

ジ色にしてほしいとの要望がありました。オレンジ色は、認知症の啓発シンボルカラー

で、９/２１は「世界アルツハイマーデー」だそうです。丸岡城の管理センターに行きま

したところ、現在は、糖尿病の啓発カラーのブルーでライトアップされていると聞きま

した。皆さんご存知でしたか？調べたところ、赤い羽根共同募金から始まったようで

す。最近は、東京タワーだけではなく、大阪城や姫路城などのお城のライトアップにそ

のような啓発カラーでライトアップしてほしいとの依頼があるようです。同じオレンジ 

でも、「児童虐待防止」に使われているなど、シンボルカラーが決められているようです。ブルーは「世界自閉症」

に使われています。皆さんの雑学の一つに加えていただければと思います。 

林田 千之 会長挨拶                        １１月１９日（月） 

お礼＆お知らせ 東角会員            １１月１９日（月） 

４０周年実行委員長より 

先週欠席し、お礼が遅くなりました。１１/３日の４０周年記念式

典には、会員の皆様には、企画、準備、当日の運営まで大変御世

話になりました。おかげ様にて滞りなく終えることができまし

た。ご来場の皆様からには、お褒めの言葉をたくさんいただきま

した。会員の皆様のご努力のおかけでございます。ありがとうご

ざいました。 

福井県立丸岡高等学校 同窓会長より 

11 月 11 日（日曜日）に「第 97 回全国高等学校サッカー選手権福井県大

会」の決勝戦がテクノポート福井スタジアムで行われ、丸岡高校サッカー部

が優勝を飾りました。3 年ぶりの優勝です。寄付のお願いがあると思います

が、どうぞご協力よろしくお願い致します。 

一回戦は、１２月３１日（月）ＶＳ 東山高校（京都）です。 

卓 話                      １１月１９日（月）  

地区米山委員 伊藤 彰様 (福井 RC) 

１０月は、米山月間です。米山奨学事業は、日本独自の

事業です。豆辞典が毎年発行されています。毎年少しず

つ内容が更新されていますので、ぜひご覧ください。 

２６５０地区では、一人当たりの寄付は、全国で６位で

すが、総額では、トップです。５０名の奨学生を受け入

れ、福井県では、７名です。１２月には、来年度の受け

入れ学生の面接が始まります。丸岡ロータリークラブ様

でも受け入れをお願いしたいと思います。 

また、学友も立派に育ってきています。ハイライト米

山という冊子が毎月発行されており、学友の活動状況が

報告されています。２３１名のロータリアンが誕生して

います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 今年の 4 月から 2 年間、米山奨学生として福井北ロータリークラブにお世話になっ

ております。2014 年 4 月にベトナムから参りました。現在、福井県立大学の経済学

部－経営学科 3 年生です。 

●留学先に日本を選んだ理由 

ベトナムの北部に位置するナムディンという小さな町で生まれ育ちました。2005 年

にダムレイという大きな台風がナムディンに甚大な被害をもたらしました。そこに

多くの日本人が支援に駆けつけ、私が通っていた学校が一日も早く復興できるよう

に援助してくれました。その時の日本人たちの笑顔と行動に感動し憧れました。 

農家で生まれた私は、農産物の流通に関心があり、将来、貿易に関する仕事に就きたいと思い、貿易大国であり、

経済大国でもある日本に留学することを決めたのです。 

●日本に留学するために 

私が日本に留学するため、親は強く反対しましたが、

自分の夢を話し、金銭的に負担をかけないよう、半年

間で留学要件を満たせるよう努力し、留学してから

も自分でアルバイトをしながら、勉強も頑張って奨

学金を貰えるようにすると約束し、説得しました。 

高校卒業後、ベトナムにあるドンズー日本語学校で半年間学び、さらに、朝日新聞社の新聞配達にも選ばれ、日

本への飛行機代と日本語学校の学費、家賃も支給されました。2 年間の新聞配達後、福井県立大学にも合格する

ことができました。 

●ロータリー米山奨学生になって 

ロータリー米山奨学生になって以来の私の毎日は、とにかく充実しています。カウンセラーの家族をはじめ、ロ

ータリアンの皆様のおかげ様で、私はもう一つの大家族を持つようになっていると感じています。毎月の例会以

外にも、様々な行事に積極的に参加させ、自分もロータリークラブの一員だという認識が強まっています。ロー

タリークラブは、私に日本語でコミュニケーションする場を与えてくれており、そのおかげで、私の日本語能力

がレベルアップした感じがします。 

カウンセラー制度という心強い制度を通じて、私は生涯の先生を得ました。カウンセラーさんは、母のように私

の面倒を見てくれています。生活面でも、学業においても、色々助けてくれています。異国の日本で、本当に頼

っていい人ができました。 

●将来の目標 

総合商社で母国と日本との懸け橋として働くという目標があります。ベトナムの勤勉な農民の製品を日本に提供

しながら、ベトナム人にも日本の多くの良い商品を提供して、農民たちを助けたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

＜会員感想＞  

台風がきっかけで日本に憧れ、日本で学ぶために大変な努力をしてきたことが伺えました。ロータリー米山奨学生

として得られた友情と経験を生かし、将来の目標、夢を叶えていただきたいと思います。    前川徹） 

 

米山奨学生 卓話 『私を成長させてくれた日本』 

    ブー ゴック ミン さん （お世話クラブ：福井北ＲＣ） 

    

多くの会員からの質問にも、答えて

いただきました。 

シンボルマークの意味 

重なり合うハートは「ロータリアン」と「奨学生」です。 

外国人留学生の支援・交流を通じて国を超えた信頼関係

を築き、世界の平和を願う”心”を育てるという、事業創設

の願いが込められています。手は、そうした”心”を生み出

すと同時に、当事業がロータリアンの手で支えられてい

ることを示しています。 



 
 

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                   １１月１９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 

 11月 19日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 25,000円 366,000円 786,000円 

ロータリー財団 16,000円 289,000円 

米山記念奨学会 15,000円 234,000円 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １５名 

お客様  伊東 彰様 

     本日は奨学生の卓話、宜しくお願い致します。 

林田会長 伊東様今日はご苦労様です。米山奨学生ブー

ゴックミンさん今日はよろしく。 

松井幹事 ブーゴックミンさん 福井ＲＣ伊東様 ご苦

労様です。本日は、よろしくお願いします。 

中島   皆様４０周年ご苦労様でした。 

南    ４０周年記念式典大成功でした。また名誉あ

るバッチをいただいて。 

釣部   ブーゴックミンさん 福井ＲＣ伊東さん 本

日は御苦労様です。 

下田   ブーゴックミンさん 卓話ありがとうござい

ます。 

金    申し訳ありませんが、本日は都合により早退

させていただきます。 

奥村   地区米山委員伊東様 本日は御苦労様です。 

林田恒正 ブーゴックミンさん ようこそ！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 

11/19 ３２ ２２ ７ １ ２ 73.33% 

【メーキャップ】 11/19～11/22 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 

11/3 ３２ ３０ ０ １ １ 96.78% 

 

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

倉本 杉本 松井   川上 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者  １２名 
中島 釣部 林田千之 下田 金  奥村 林田恒正 

倉本 杉本 松井   川上 竹澤 

倉本  米山奨学生ブーゴックミン様 本日は卓話有難うございま 

す。また、地区米山委員伊東様 御苦労様です。 

杉本  本日早退させていただきます。 

竹内  ブーゴックミンさん 本日の卓話よろしくお願いします。 

川上  ブーゴックミンさん 福井ＲＣ伊東様 本日よろしくお願 

いします。 

竹澤  ブーゴックミンさん よろしくお願いします。 

島原ＲＣより お礼状が届きました ＜林田会長挨拶 啓発カラーについて補足＞ 

ピンクリボンは、有名です。これは、乳がんの疾患啓発、研究支援の

ためのシンボルで、全世界的に 10 月が啓発月間として、様々なイベ

ントが開催されています。他のがんにも様々なシンボルリボンや、啓

発月間があります。日本においては、その認知が十分ではありません

が、いくつかのがんでは、シンボルリボンと啓発月間が定められてお

り、全世界で様々な啓発活動が行われています。 

1 月：子宮頸がん（ティール&ホワイト） 

2 月：胆道がん（ケリーグリーン） 

3 月：大腸がん（ダークブルー）・腎がん（オレンジ） 

4 月：食道がん（ペリウィンクル） 

頭頸部がん（バーガンディー&アイボリー） 

脳腫瘍（グレー）・精巣腫瘍（オーキッド） 

5 月：皮膚がん（ブラック） 

6 月：骨・軟部腫瘍（イエロー） 

7 月：膀胱がん（マリゴールド/ブルー/パープルリボン） 

9 月：前立腺がん（ライトブルー）・悪性リンパ腫（ライムグリーン） 

子宮体がん（ピーチ）・卵巣がん（ティール）・小児がん（ゴールド） 

     白血病（オレンジ）・甲状腺がん（ティール/ピンク/ブルー） 

10 月：乳がん（ピンク）・肝がん（エメラルドグリーン） 

11 月：胃がん（ペリウィンクル）・肺がん（パール）・膵がん（パープル） 


