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ビジター受付のみ  12：00～12：30 
福井 RC 木 4/11,18 6/27 

福井南 RC 火 4/2,9 6/25 

福井西 RC 金 4/12,26 6/28 

福井北 RC 水 4/3 

福井東 RC 月 4/8 

福井あじさい RC 金 4/12 6/28 

三国 RC 金 5/10,24,31 6/28  

武生 RC 火 4/2,16 

敦賀西 RC 木 4/11 

大野 RC 水 4/3,10,24 5/1 6/26 

 

平成３１年 ４月 １日（月）第 1974回例会 

お客様 三国 RC会長 齊藤重一様 他 会員様 

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  ４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 RI日本事務局経理室より 

2019年４月 RIレートのお知らせ 

1ドル＝110円（ご参考：３月＝110円） 

  ② 2019-20年度 公式訪問予定  

    2019年 8月 2日（金） 

≪その他≫ 

  ① 「丸岡城桜まつり」の協賛お礼 

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  新入会員卓話 

 「自己紹介」  岩田美雪 会員 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

平成３１年 ４月１５日（月）第 1976回例会 
職場訪問 清川メッキ工業株式会社様 

11：30     丸岡支所前より バス乗車 

12：00～13：00 例会（食事があります） 

13：00～14：30 見学 

14：30～    バスで丸岡へ戻る 

平成３１年 ４月２２日（月）振替にて休会 
        ↓ 
平成３１年 ４月２５日（木）第 1977回例会 
山中ＲＣとの合同例会  場所：小松屋 

17:30～     受付開始 

18:00～     開会点鐘 

18:15        閉会点鐘 

18:15～19:15   記念講演会  

                  講師：顔学インストラクター 

            前田紘一氏   

19:40～     懇親会 

平成３１年 ４月２９日（月）祝日の為休会 

平成３１年 ５月 ６日（月）祝日の為休会 

 

今後の例会予定  

平成３１年 ４月 ８日（月）第 1975回例会 
ロータリーの友（４月号）解説  担当者未定 

次回の例会  

平成３１年４月１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 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3FW elAossa 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３ Ｆ

鯖　 江・ 鯖江商工会館３ Ｆ
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 

お客様 三国ロータリークラブ  

 会長 齊藤 重一 様  幹事 高須 正実 様 

    大嶋 裕一 様     森岡 正巳 様 

    長谷川 郁雄様      平川 幸裕 様 

 



  

 本日のお客様は、坂井市教育委員会 学校教育課 指導主事 浅野正樹先生です。よろ

しくお願い致します。 

今日は、戦後の親の教育方法について日頃苦々しく思っていることを述べようと思

いましたが、教育の専門家の浅野先生の前ですので、控えます。また次の機会にお話し

します。 

さて、恒例になっています、クラブ奉仕についてのお話をします。本日は＜その７＞

ということで【会員増強委員会】についてです。 

この委員会は、はじめ「会員推薦委員会」と呼ばれていましたが、これを現在名の増

強委員会を訳したのには、理由があります。元来、新入会員推薦は全会員一人一人の義

務でもあり、また権利でもあります。ＲＩ（ロータリーインターナショナル＝国際ロー

タリー）は内部拡大の促進の為、特にこの委員会を設けたのですが、「会員推薦委員会」 

という呼び名は、一般会員から推薦権を奪い、あるいは推薦に関してはこの委員の方が一枚上のような印象を与え

るようなおそれが出てきました。事実これに関する紛糾が起きてまいりました。そこで増強委員会と改称して、推

薦は会員個人がするものであるが、この委員会の活動はそれまでの根回しや下ごしらえであると性格を明らかにし

たと思われます。 

会員選考・職業分類委員がありますが、現在は会員増強が厳しい現状なので、以前のように厳しくなくなりまし

た。笑い話ですが、二号がいてはまずいという説がありますが、先輩にこの点をうかがったところ、「二号がいるい

ないの問題ではなく、その女性を人間的に取り扱っているか否かの問題である」との話でした。ご関係の筋は宜し

く願います。 

林田  千之 会長挨拶                          ３月２５日（月） 

地区行事参加報告                   ３月２５日（月）  

道木宏昌職業奉仕委員長より３月２４日（日）京都にて職業奉仕講演会に参加してきました。 

難解な話も多々ありましたが、

心に残った話は、「ロータリーの

奉仕とは、人の為に役立つこと。

ロータリーでは人を幸せにする

ために奉仕する喜びを味わうこ

とができる。人の為に役立つこ

とが、自分の喜びと感じること

がロータリーの魅力だ。」という

ことでした。 

奉仕の原点としては、「相互扶助の精神」という言葉が

多くでてきました。 

ガンジーの「あなたがこの

世で見たいいう変化にあな

たがなりなさい。」という言

葉で締めくくらました。 

当日配布されたパンフ

レットに記載されてい

ました。 



 

福井県いじめ防止基本方針は、平成 26 年に策定されたが、今年の 1 月に改訂が

行われた。 

いじめの定義というものが存

在するが、もっと細かく些細な

ことでもいじめとして捉えるよ

う追加改訂され、問題が大きく

ならないうちに芽を摘んでしま

おうという試みだ。 

 

具体的には、各学校において 

１．「思いやりや助け合いの心を持って行動できる」子どもを

育てる教育 

  例えば、良いところを認め合う 個性を認め合う 心の教育 

２．いじめの未然防止 

  例えば、インターネットや携帯電話等に関する情報モラルの指導教育が追加された。 

３．いじめの早期発見 

  ・積極的ないじめの認知 

・自己チェックの活用とアンケート

の実施・相談体制の充実 

  ・家庭や地域との連携など 

坂井市教育委員会の取組みとしては 

  ・指導 ・研修  

・指導主事学校訪問  

・いじめの事案の把握などが主なもの 

会員との Q&A 

  三寺会員  子どもだけではなく親も指導した方が良いのではないか。A 無回答 

  林田恒会員 建物も工夫した方が良い。南中を例に挙げ、つきあたりがなく開放的で目が行き届くから。 

A 組織的に見落としがないよう心掛ける。 

  釣部会員  坂井市でいじめが増加しているのはなぜ？特に小学校で 

A 小さな事も報告するようになったから。 

  東角会員  増加し続ける傾向にあるいじめが止められるのか？今の先生は忙しすぎる。対応できるのか？ 

来年度から当クラブも本格的に地域を巻き込んで環境の熟成をしていく予定だが、学校でやれる

というのであれば、そこまでやらなくてもと思っているが、どうか？ 

        Ａ いじめの事案を全て認知すると、見えないところで深くなっていくことは減っていく。大き

くなる前に解決していく。それが理想的です。みんなで取り組むということで子供たちを支

えていく。 

＜会員感想＞どんな些細なことでもいじめとして捉えるのは結構だが、学校、特に小学校では先生は子どもにとっ

て絶対的な権力であり、些細なことで必要以上にきつく叱られるといじめの芽よりその子の芽を摘ん

でしまうことになりかねない。現場の先生方には細心の注意が必要であると感じた。 

    （文責 竹澤俊彦） 

卓  話                        ３月２５日（月）  

『いじめ問題に関する坂井市の取り組みについて』 

坂井市教育委員会 学校教育課 指導主事 浅野 正樹 様 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

丸岡ロータリークラブ 
会員数：３０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 

委員会報告                      ３月２５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 

 3 月 25日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 21,000円 594,000円 1,486,500円 

ロータリー財団 11,000円 459,000円 

米山記念奨学会 10,000円 378,000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 

3/25 ３１ ２２ ７ ０ ２ 75.86% 

【メーキャップ】 3/25～3/30 事務局受付分 

 3/17  会長エレクト研修ｾﾐﾅｰ（PETS） 東角 3/18分 

 3/24 職業奉仕講演会  道木 未定分 

 ＜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 

3/18 ３１ ２３ ３ ４ １ 86.67% 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １３名 

お客様  坂井市教育委員会 浅野様 

林田会長 浅野先生今日はよろしくお願いします。 

松井幹事 浅野様 卓話よろしくお願いします。 

釣部   浅野正樹様 卓話ありがとうございます。 

下田   浅野正樹様 卓話ありがとうございます。 

山下   ２週連続休みました。今日は浅野様よろしくお

願いします。 

東角   浅野先生 今日はよろしくお願いします。 

倉本   坂井市教育委員会学校教育課指導主事浅野正

樹様 本日は卓話ありがとうございます。 

倉田   坂井市教育委員会学校教育課指導主事浅野正

樹様 卓話有難うございます。申し訳ありませ

ん。本日仕事の都合により早退させて頂きま

す。 

水﨑   ３月も最後の例会です。新しい年度の準備を始

めましょう。 

三寺   浅野先生 本日ありがとうございます。今後共

宜しくお願い致します。 

◆ロータリー財団◆   寄付者   ９名 
釣部 林田千之 下田 倉本 倉田 水﨑 松井 

道木 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者   ９名 
釣部 林田千之 下田 倉本 倉田 水﨑 松井 

道木 竹澤 

道木   浅野様 卓話よろしくお願いします。 

竹澤   浅野主事 本日の卓話よろしくお願いします。 

 

４/１５ 清川メッキ工業株式会社様 への 職場訪問 について 

  ●自家用車で行かれる方  山下、東角、柿木、杉本、三寺、上屋敷、川上、竹澤、西出会員 ９名 

１１時４５分 集合場所は後日上記の会員に事務局より連絡します。 

   ●バス乗車の方      中島 南 釣部 林田千之 山岸 小見山 林田數一 下田 奥村 

                林田恒正 倉本 倉田 水﨑 松井 前川 道木会員     １６名 

     １１時半   丸岡支所前 バス出発（時間厳守でご集合ください。お願いします。） 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1553927409/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly80dHJhdmVsLmpwL3RyYXZlbG9ndWUvMTA4ODAwMDc-/RS=%5EADBiSWRxZIo415zxAJU2uArTVkgGVQ-;_ylt=A2RinFpwu51clh4A.QSU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1553927799/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly80dHJhdmVsLmpwL3RyYXZlbG9ndWUvMTEyMzQ0OTU-/RS=%5EADBBtD4z6nSQS1gArM4snsOStD_S2c-;_ylt=A2RCA9b2vJ1cBhUAIjuU3uV7

