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ビジター受付のみ  12：00～12：30 
福井 RC 木 3/14 4/11,18 

福井南 RC 火 2/19 4/2,9 

福井西 RC 金 2/8,22 3/8 

福井あじさい RC 金 2/22 3/8 4/12 6/28 

三国 RC 金 2/22 3/29 

敦賀西 RC 木 2/14 

 

平成３１年 ２月 ４日（月）第 1967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  ２月  会員誕生日 結婚記念日 
会員夫人誕生日 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

① 2019-20年度地区補助金書類一式 

② 2019-20年度財団補助金ハンドブック 

  ③ 地区職業奉仕「講演会」 案内 

3/24 京都テルサホールにて 

★広報フライヤーあり 

  ④ 2019-20年度会長ｴﾚｸﾄ研修（PETS） 

3/17 京都ホテルオークラ 

  ⑤ ロータリー希望の風奨学金ご寄附の御礼 

1/16 丸岡ＲＣ災害支援金口座より残金

40,426円送金 

  ⑥ RI日本事務局経理室より 

2019年 2月 RIレート 1ドル＝110円 

（ご参考：2019年 1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 坂井支社 黒田美沙氏 

「新聞記者 1年生の弁」 

 

 

 

 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

平成３１年 ２月２５日（月）第 1969回例会 
タイ・クロントイスラム街の消火活動の記録 

（アナン、グローブ君のその後） 

 国際奉仕委員会  水﨑会員 

今後の例会予定  

平成３１年 ２月１１日（月）祝日の為 休会 

平成３１年 ２月１８日（月）第 1968回例会 
ロータリーの友（２月号）解説 担当者：未定 

次回の例会  

平成３１年２月４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 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火 2/5 

福井水仙 RC 木 2/28 3/14 4/4 5/30 

 

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 

２０１９年１月１８日 髙倉文寛会員様が 

ご逝去されました。（享年５９歳） 

心よりご冥福をお祈りいたします。 
1/21 例会時 

   黙祷 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特集「職業奉仕」について考えてみました。 

P 3 RI会長 メッセージ 

『仕事を通じて、ロータリーの理念を実践する』のが職業奉仕で

す。として海外で医療機関の管理運営に携わった経験を生かして

母国バハマでの医療機関を改善に寄与した。 

P 5 「V.・S・O・P」Vocational Service Original Project 

職業奉仕を通じてポリオ撲滅運動に寄与しようと、会員の会社、

事業所で募金活動をした例を写真で紹介。 

 (職業奉仕をプロジェクトとして取り組んだ事例) 

 

『ロータリーの友（１月号） 解説』  水﨑 亮博 会員 

今ほど黙祷をいただきました。会員の髙倉文寛さんは、会員増強など積極的にクラブ

の活動に取り組んでおられ、大変惜しい会員を亡くしたなと残念に思います。心から、

ご冥福をお祈り申し上げます。 

本日、ガバナー補佐木村昌弘様にお越しいただきました。よろしくお願い致します。 

さて、三寺会員が熱心に取り組んでおられます「いじめ」の問題もそうですが、今の日

本は、戦後７０年かけて「進歩的」と言われる一部の人に、江戸時代より育んできた「道

義心」が崩されました。「道義心」とは、「人の行う正しい道・道徳」のことです。また道

義的責任とは、法に触れなくても間違ったことの責任を取ることです。麦を育てるには 

１年、杉を育てるには１０年、人を育てるには１００年かかるといいますが、今気が付いても１００年先になると

いうことですが、恐ろしいことです。日本人の道義心を育てるために、江戸時代徳川幕府は武士の嗜みの一つとし

て、「四書五経」を奨励しました。「四書」とは、「論語」「大学」「中庸」「孟子」、「五経」とは、「易経」「書経」「詩

経」「礼記」「春秋」です。江戸中期には、寺子屋が出来、身分を問わず論語を中心に学んだようです。この「論語」

が、日本人の道義心を育み昭和まで続いたのです。青少年奉仕委員会で、「論語のかるた」を奨励する事業にぜひ

取り組んでいただき、子供たちの健全育成に役に立ってほしいと願います。美しい日本ですが、今の日本のあるべ

き姿を忘れ自尊心を失い、ひたすら周りに流されているだけのように感じます。 

林田 千之 会長挨拶                         １月２１日（月） 

お客様                      １月２１日（月）  

木村昌弘ガバナー補佐 

年４回各クラブを訪問するようにとの現ガバナーからの通達により、新年のご挨拶も兼ねて伺

いました。今年度も後半年、仕上げの時期に入ります。クラブの事業に精を出していただけた

らと思います。また、次年度の助走期間にもあたりますので、組織を組み立てながら引継ぎを

お願い致します。１１月の半ば、ロータリー研究会に出席し、ＲＩ会長にもお目にかかりまし

た。ガバナー補佐としての任期は、後半年ですが、どうぞよろしくお願い致します。 

卓 話                       １月２１日（月） 

表 彰                      １月２１日（月）  

 
《国際ロータリー財団より》 

MPHF（ﾏﾙﾁﾌﾟﾙﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ） 

Pin＋1（累計額 2000＄） 

杉本会員 

《米山記念 

奨学会より》 

第 1回 

米山功労者 

（累計額 10万） 

三寺会員 

松井会員 

   



 

P 6 ロータリーの目的 

「第 2 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロ

ータリアン各自の仕事を高潔なものにすること 」⇒ロータリー組織のもっとも大切な目標として掲げてある。 

(基本目標であって活動の一分野としての職業奉仕ではない) 

P 8 職業奉仕 Vocational Serviceとは何か 

「弁護士の無償の法律相談」「お医者さんが無医村へ出かけ

て診療をする」例をあげ、これは社会奉仕であってロータリ

ーの言う職業奉仕とは異なるとして 聖路加病院が病む人の

立場に立って、高名な日野原重明さんの医療態度によって評

判の高い病院になっている話を紹介している。 

P 10 「ロータリーの本質は職業奉仕」の真意とは 

「ロータリー哲学が常に磨かれてこそ活動が生きる」ロータリーは単なる社交クラブではなく、自分の職業が世の

ため、人のためにどういう意味があるのかと「職業の意義」を模索し、ロータリアンとしての生きざま「哲学」を

追求する倫理運動として成長してきた。すべての活動はその裏付けとなる思想、理念が常に

磨かれてこそ生きてくる。  自分の職業を天職と心得てその職業に誇りを持て。 

P 12 日本のロータリーが継承する伝統を堅持する  

日本で昔から伝えられてきた仏教の教え「超我」や商道徳の「家訓」や理念がロータリーの

理念と一致するので、今日までロータリークラブが人をひきつけ発展してきた。 

P 14 日本のロータリーはガラバゴス化したか？ 

現在、ロータリーの目的が人道支援の大義を掲げるロータリー財団の目的に偏重している。

ロータリーの目的とロータリー財団の目的をはっきり区別すべきである。 

P 49（28） 女性会員だけ RC(神奈川県)  1 年間で 28 名の会員を集めた。 

P 57（21） がん探知犬について 面白い記事です。    

＜会員感想＞職業奉仕とは、職業を通して社会のニーズをほぼ完全な形で満たせるよう努力を重ねるということで

す。職業奉仕では、地域社会の人たちの模範となり、生きる力の根源である道徳的能力を向上させる

ことに努力することが大切です。本日も尊い言葉を頂戴しました。     （文責 倉田 教信） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日は、皆さんの大好きな飲み会の新年会でございます。楽しみましょう！ 

本日は、一言お願いしたいことがあります。昨今、委員長が事業を単独で行うというように見受け

られます。クラブ活動を活性化させるために、各委員会をぜひ開催してください。それが会員増強

にもつながるのではないかなと思っています。よろしくお願い致します。 

林田 千之 会長挨拶                        １月２５日（金） 

 

新年会＆新会員歓迎会                １月２５日（金）  

林田会長より 開会の挨拶 

奥村会員増強理事より 

岩田会員歓迎の言葉 

岩田会員 

挨拶 

山下パスト会長の 

音頭で乾杯 

前川重雄会員 

髙倉文寛会員を偲んで。 

東角会長エレクトより 

次年度の理事・役員の紹介

がありました 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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                    １月２１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 

 1 月 21日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 26,000円 463,000円 1,340,500円 

ロータリー財団 17,000円 361,000円 

米山記念奨学会 14,000円 292,000円 

 

◆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 

1/21 ３２ ２５ ５ ０ ２ 83.33% 

1/25 ３２ ２６ ６ ０ ０ 81.25% 

【メーキャップ】 1/21～2/1 事務局受付分 

 1/22  福井南ＲＣ 小見山  1/25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 

1/7 ３３ ２６ ３ ３ １ 90.63% 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １９名 

お客様  木村ガバナー補佐 

     新年明けましておめでとうございます。本年も

よろしくお願い致します。クラブの益々のご発

展と会員皆様の御多幸をお祈りいたします。 

林田会長 髙倉文寛さんを偲んで。 

松井幹事 髙倉さんのご冥福をお祈りします。 

釣部   水﨑会員 ロータリーの友御苦労様です。 

下田   水﨑先生 卓話ご苦労様です。髙倉さんを偲ん

で。一緒にバンコクの世界大会へ行ったのを思

い出しました。 

金    申し訳ありませんが 1/25 新年会は出席できま

せん。悪しからず御了承下さい。 

奥村   髙倉会員の冥福を心からお祈り申し上げます。 

山下   髙倉文寛会員のご冥福を心よりお祈りして。 

東角   髙倉会員のご冥福を祈って。 

倉本   会員の皆様方寒い時期ですので、健康第一にて

頑張りましょう。 

倉田   大寒に入りますます寒くなりました。お身体大

切に！水﨑会員ロータリーの友解説ありがと

うございます。 

水﨑   髙倉会員の死を悼んで。 

柿木   髙倉さん長い間いろいろありがとうございま

した。ご冥福をお祈りします。 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １４名 
釣部 林田千之  下田 金  奥村 東角 倉本 

水﨑 柿木 杉本 松井 道木 川上 竹澤 

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

柿木 松井 道木 川上 竹澤 

杉本  本日都合により早退します。 

三寺  髙倉さん今までありがとうございました。 

道木  髙倉さんのご冥福を心からお祈り申し上げます。 

川上  水﨑会員 友解説よろしくお願いします。 

髙倉会員のご冥福をお祈りします。 

竹澤  髙倉さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。 

水﨑先生 友解説よろしくお願いします。 

西出  インフルエンザ流行時です。皆様 手洗い、うがいで予防

しましょう。 

三寺会員によるアトラクション「この子は誰だ！！」

会員より提出いただいた幼少期からのお写真での 

スライドショー(^_-)-☆ 

ご提出頂いた会員の皆様ありがとうございました。 

東角会長エレクトより閉会の挨拶 

最後は皆さんご一緒に(^^)/ 

「手に手つないで♪」 


