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ビジター受付のみ  12：00～12：30 
福井 RC 木 6/27 

福井南 RC 火 5/11 6/25 

福井西 RC 金 4/26 6/28 

福井東 RC 月 6/17 

福井あじさい RC 金 6/28 

三国 RC 金 5/10,24,31 6/28  

武生府中 RC 火 6/27 

敦賀西 RC 木 5/16,23 

大野 RC 水 5/1 6/26 

 

平成３１年 ４月２５日（木）第 1977回例会 

18：00 開会点鐘  丸岡ＲＣ 林田会長 

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   丸岡ＲＣ 林田 千之  会長 

      山中ＲＣ 西   俊夫 会長 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

① ローターアクト地区大会の案内 

② 2019年度決議審議会提出 決議案承認願い 

③ 2019-20年度公式訪問についてのご案内 

④ 次年度地区ＤＬ研修会の案内 

委員会報告 

① 例会出席報告 

② ニコニコ箱 本日の寄付報告 

18：15 閉会点鐘   山中ＲＣ 西会長 

18：20 記念講演会 

    「顔って何だ」 

     顔学インストラクター 前田紘一様 

19：20 懇親会 

 

本日の例会  

令和 元年 ５月２０日（月）第 1979回例会 
ロータリーの友（５月号）解説  担当者未定 

令和 元年 ５月２７日（月）振替にて休会 
        ↓ 
令和 元年 ５月２４日（金）第 1980回例会 
三国ＲＣとの合同例会 場所：成田山 九頭竜寺 

バス出発（丸岡支所前）１０：３０ 

お護摩祈祷  １１：３０ 

受   付  １２：００～  

例会 開会  １２：３０  

例会 閉会  １３：００       

  懇 親 会  １３：００～１４：３０ 

お寺でジャズライブ他、 

景品付きカラオケ大会など 

今後の例会予定  

平成３１年 ４月２９日（月）祝日の為休会 

令和 元年 ５月 ６日（月）祝日の為休会 

令和 元年 ５月１３日（月）第 1978回例会 
祝辞 

外部卓話 福井県教育総合研究所  

     教育相談センター教育相談課 

     課長 荒木直則 様 

「いじめ相談の現場からの報告」（仮） 

次回の例会  

平成３１年４月２５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 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 
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３/３１ 地区大会 大会本会議 ジェイテクトアリーナ奈良 １０名参加 

 

東角奉仕プロジェクト委員長より 

丸岡高校同窓会会長として入学式に出席し、そこでの校長先生からのお話を報告させていただ

きます。４、５年前より丸岡高校生がスタディーツアーをしていることが評価され、文部科学省の

「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」のモデル校に選定されたことについて、お礼

がありました。今後、グローバルな視点を持ってコミュニティーを支える地域のリーダーを育成

するという取組をし、初年度は 500 万円の助成金が高校に出る予定です。高校側では、その助成 

金を使用し、スタディーツアーを今年度もしていきたいので丸岡ＲＣに協力して欲しいと、依頼されています。地

元の高校でのグローバルな視点を持った地域の人材育成に協力していきたいと思います。どうぞお願い致します。 

 今日は、裏千家前家元でありＲＩの元理事・第 2650 地区のパストガバナーでもある千

玄室氏の「一服どうぞ」という新聞記事からお話します。 

 『朱子学の知をもって安寧をもたらそうとした林羅山（注 1）士魂商才の行動をとった中江

藤樹（注 2）などの思と想、そして実践行動は、我が国に新しい経済機構を打ち立てた。今の

わが国の現況を見るにつけ「窮して即ち独り其の身を善くす」。即ち身を窮にし（注 3）、捨て

なければよいことはできない、との精神を持ったリーダーが現れてほしいと切に願う。人

徳を養う道の教えが消え去り外来の思想に頼り切っていた日本人には、反省し立ち上がる

心構えを持つことが肝要である。他人をとやかく言う前にまず己を見直すべきであろう。 

 講演で私が「心とはどこにあるのでしょう」と聞くと大概の方々は頭や胸に手を当てる。心とは「思い」なので

ある。そして思いとは腹から生まれるものではなかろうか。腹芸・腹に一物・腹が太い（心が広い）。人は臍下丹

田（注 4）、腹に力を入れ「よしやるぞ」と決意を表す。しかし行うは難しで、言うは易しだけがまかり通っている。

情と剛を含む知を使いこなすためにも「真の心」が必要なのであり、そこに新しい局面が作り出されていく。自由

平等とともに大切なものは忍耐である。慈愛こそが人間にとって必要なカテゴリーであると申し上げたい。 

 そもそも道なる思想は、朱子学にはじまり、それを行動実践するのが道教である。今で言うならチャレンジ精神

であり頭や心で思うのみではなく、何事にもチャレンジすることにより己を知り道をも拓くことができる。今の日

本人は安寧な生活のみで自己満足している感がある。どこかの国々のようになりふり構わずに他国の知恵知識を取

ろうとするのはいかがなものかと思うが、そのガッツは日本人も少々見習うべきではなかろうか。外国の人々に取

られないうちに少しは、古くさい、小難しいなどと言わずに日本の伝統文化を知ることで世界への扉が開かれてい

くように思うが、いかがであろうか。』 

（注 1）林羅山：江戸時代初期の朱子学派儒学者  （注 2）中江藤樹：近江出身の江戸時代初期の陽明学者 

（注 3）窮する：逆境、貧乏などに追いつめられて苦しむさま。窮すれば通ず⇒行き詰って困り切ると活路が見い 

だされる事。  （注 4）臍下
せ い か

丹田
たんでん

：へその下の丹田と称する部分。ここに力を入れると健康と勇気を得るとい

われる。 

林田  千之 会長挨拶                           ４月８日（月） 

報告                                ４月８日（月） 

地区大会  参加                   ３月３１日（日）  



月は母子の健康月間です。 

４月は母子の健康月間です。それにともない、ＲＩ会長のコメントもそれに沿

ったお話になっています。 

世界中から２１のクラブはグローバル補助金プロジェクトに参加し、医療設備

が整わない産科病棟に対して最新の設備を提供しました。母子が必要なケアを受

けることができるようにしたのです。また、ブラジルでは地元のロータリアンが

日本のロータリアン共に新生児集中治療室の収容力を大幅に向上させるグローバ

ル補助金プロジェクトを実施しました。この日本のロータリークラブは岐阜の中

津川にあるクラブで、中津川市がブラジルのレジストロ市と姉妹都市提携をした

ことも背景にあるようです。岐阜と聞くと地理的に近いこともあり、親近感を覚

えます。我々丸岡ロータリーも共に掲載される日がくるといいなと思いました。 

Ｐ７ 特集 命の重み、感じていますか 

主要先進国の死因第一位が事故であるのに対して、日本では自殺がトップです。原因

にはいじめ、社会人になってからの過重労働やパワハラ、新型うつなどがあります。海

外から見ると、日本人は過去の歴史から責任を取る際、死を選ぶ国民性（切腹）である

ことも自殺が多い理由ではないかと言われています。世界一自殺者が多い国はグリーン

ランドで、日照時間や気候に対応するためのアルコール依存などが原因とされていま

す。また、ロシア、フィンランドも寒い国です。韓国は日本と酷似していて、国民性が

自殺に追い込んでいる一因もあります。各国様々な理由がありますが、社会保障が充実

している国ほど自殺率が高い傾向にあるようです。国を豊かに、国民を豊かにしようと

努力した結果の弊害だとするならば、なんとも釈然としない現実を感じます。人口減少がとまらないわが国の若

者達が生きやすい環境は保障の充実だけではないのかもしれません。 

日本Ｅロータリークラブの紹介 

立ち上げ当初は、林田恒正会員が携わ

っていたそうです！！ すごいです

ね！！！ 

Ｐ４ 縦書き 

アジアの中に折りたたまれた日本のこころ 

QOL について 

Quality of  Life 略語です。 

人生の質。端的な表現になりますが、寝たきりで一生過ごすのか、自分の思うままに

限られた時間を生きるのか果たしてどちらが元気に生きたと言えるのでしょうか。両極

にある考えですが、一番いいのは自分の思うままに一生元気に過ごしていけることその

ために医療は今も進歩し続けているとのことです。 

Ｐ３７ パズル de ロータリー  

 答え ジケーター 2019-20 RI 会長の所属しているロータリークラブの名前でした。 

≪次月は 西出会員が立候補してくださいましたのでご期待ください！≫ 

＜会員感想＞思いのままに一生元気に過ごす。日頃暴飲暴食をしていながら勝手な願いを持っています。医療の進

歩のおかげで人生１００年時代が語れます。感謝しなければいけません。（文責 倉田 教信） 

卓  話                         ４月８日（月）  

『ロータリーの友（４月号）解説』       上屋敷 貴紀 会員 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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                      ４月８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 

 4 月 8,15 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 20,000円 659,000円 1,551,500円 

ロータリー財団 8,000 円 482,000円 

米山記念奨学会 10,000円 400,000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 

4/8 ３０ ２３ ５ ０ ２ 82.14% 

4/15 ３０ ２１ ９ ０ １ 72.41% 

【メーキャップ】 4/8～4/19 事務局受付分 

 4/8   福井東RC 柿木 4/8分   4/12  福井西RC 倉田 4/15分 

 4/11  福井RC  金   4/25分  4/12 福井あじさいRC 倉田 

 ＜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 

4/1 ３０ ２９ ０ ０ １ 100.00% 

 

◆ニコニコ箱◆ 4/8   寄付者   ８名 

林田会長 上屋敷君 再々御苦労様です。 

松井幹事 上屋敷様 友の解説御苦労様です。 

下田   上屋敷さん 「友」解説ご苦労様です。 

倉本   上屋敷会員 本日はロータリーの友解説ごく 

ろう様です。 

水﨑   上屋敷さん 友解説ご苦労様です。 

前川   小学校・中学校の入学式をお祝いして。 

川上   上屋敷会員 友解説よろしくお願いします。 

竹澤   上屋敷さん 本日の卓話よろしくお願いしま

す。 

◆ロータリー財団◆   寄付者   ６名 
林田千之 北 下田 松井 川上 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者   ８名 
中島 林田千之 北 下田 倉本 松井 川上 竹澤 

◆ニコニコ箱◆  4/15 

清川メッキ工業株式会社様より 

見学謝礼分をニコニコへいただきました。 

職場訪問                        ４月１５日（月） 

①価格で仕事は、取らない 
②他社の仕事は、取らない 
③他社の真似はしない 

↓ 
新しい技術に挑戦し仕事を 
創るしかない。 

↓ 
リピーターが増える  
お客様紹介と 
口コミお客様増加 

大切な人に、喜んで

もらうために創る

（仕事をする） 

林田千之会長より挨拶 

清川卓二専務より 

会社案内 

２１名参加 専務の清川 卓二様が道木職業奉仕委員長と大学の

同級生ということでここ、清川メッキ工業株式会社のご協力をい

ただき開催できました。清川専務は、福井ロータリークラブ所属、

次年度の幹事にご就任予定です。 

最新設備の工場見学 歴史資料館 
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