
    

    

                                                                                    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    今日今日今日今日ののののロータリーソングロータリーソングロータリーソングロータリーソング    

『『『『    君君君君がががが代代代代    』』』』        

『『『『    四四四四つのつのつのつのテストテストテストテスト    』』』』    

    
    

                                                        
みなさんこんにちは。シルバーウィーク

がありましたので、2週間振りの例会で

す。 ▼本日のお客様は、ガバナー補

佐の荒木一寿様です。この後ご挨拶を

頂きます。よろしくお願い致します。 

私のシルバーウィークの休みは、最初

は大阪中之島の国立国際美術館ヘ、

ルーブル展を見に行ってきました。すごい込みようで初めのところは頭しか見

えませんでした。ルーブルの至宝と言われているティツィアーノの聖母子の絵

画も来ていました。 ▼次の日には、金沢の石川県立歴史博物館へ本願寺展

を見に行って参りました。親鷺聖人影像など国宝5件、歎異抄などの重要文化

財28件を含む宝物が陳列されていました。 ▼25日(金)には、三国ロータリー

クラブ創立35周年記念例会に幹事とお祝いに行って来ました。お客様には、

栗田ガバナーエレクトと本日お見えの荒木様、加賀ロータリークラブの会長・

幹事様、それに、カナダのキッチナーロータリークラブからも昨年の会長様を

はじめ計4名がお見えでした。懇親会のアトラクションは、ハワイアンショーで盛

り上がっていました。丸岡クラブも2年後には35周年となります。 

▼今週土曜日はIMがあり、いよいよ来週はガバナー公式訪問例会です。全員

揃って、また、遺漏なき準備でお迎え致したいと思います。どうか皆様のご協

力を切にお願い申し上げます。 

 

 

 

※ 京都洛中RCより 創立３０周年記念事 

   業「市民フォーラム」開催の案内 

※ 三国ＲＣより創立３５周年記念例会出席

への御礼状 

※ 09-10インターアクト地区分担金の納入 

 

 

 

１１１１１１１１月月月月プログラムプログラムプログラムプログラム    

 

 

 

 

 

※ ２０１０－２０１１年度 クラブ研修リーダー 北勇一会員 

※ 台湾台風災害義援金・兵庫県西・北部集中豪雨災害義援金への 

災害義援金 10/1 合計５８，０００円をガバナー事務所に送金しました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

第第第第１５１５１５１５３３３３９９９９例会例会例会例会    委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    （（（（９９９９月月月月３０３０３０３０日現在日現在日現在日現在））））    

【【【【出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会】】】】    

    

    
【【【【メーキャップメーキャップメーキャップメーキャップ】】】】    10/2 横山会員（福井西ＲＣ）    

【【【【ロータリーロータリーロータリーロータリー財団特別寄付財団特別寄付財団特別寄付財団特別寄付】】】】（入会順・敬称略） 

池田・林田（千）・下田・藤本・金・奥村・林田（恒）・下村・高尾・桑野・野尻・大久保

玉川・高山                （本日19,000円 本年度累計179,000円） 

【【【【米山記念奨学会米山記念奨学会米山記念奨学会米山記念奨学会】】】】（入会順・敬称略） 

池田・林田（千）・前川・北・下田・藤本・金・奥村・林田（恒）・下村・高尾・桑野 

野尻・大久保・玉川・高山       （本日22,000円 本年度累計215,000円） 

 

【【【【ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱箱箱箱】】】】        

････････（順不同・敬称略） 

荒木ガバナー補佐・・・本日よろしく。 

下田・・・荒木一寿ガバナー補佐、本日はよろしくお願いします。 

奥村・・・荒木ガバナー補佐様、本日はご苦労様です。 

池田・・・荒木一寿ガバナー補佐、今日はありがとうございます。 

林田（千）・・力づけありがとうございました。 

山岸・・・荒木ガバナー補佐をお迎えして。 

前川・・・荒木ガバナー補佐、本日はご苦労様です。心より歓迎申し上げます。 

藤本・・・荒木一寿ガバナー補佐、今日はありがとうございます。 

中田・・・荒木ガバナー補佐、本日はご苦労様です。 

金・・・・・本日検診の為、早退します。 

髙嶋・・・荒木一寿ガバナー補佐、今日はありがとうございます。 

横山・・・荒木一寿ガバナー補佐、本日はありがとうございます。 

林田（恒）・・荒木一寿ガバナー補佐、今日はありがとうございます。 

下村・・・荒木ガバナー補佐、本日はご苦労様です。 

本日の米山ランチに、ご協力ありがとうございます。 

髙尾・・・荒木一寿ガバナー補佐、今日はありがとうございます。 

倉本・・・荒木ガバナー補佐、本日はご苦労様です。私事ですが、先日嬉しさ半分、

驚き半分の出来事が有りました。 

桑野・・・荒木ガバナー補佐さん、お疲れ様です。今日でクールビズは終わりです。 

      何だか寂しいです。 

野尻・・・荒木一寿ガバナー補佐、本日はありがとうございます。 

大久保・・最近、欠席が多く申し訳ありません。 

玉川・・・荒木様、本日はご苦労様です。 

高山・・・私事ですが、ビッグビジネスが有りましたので！！ 

 

    【【【【野尻野尻野尻野尻財団財団財団財団委員長委員長委員長委員長・・・・下村下村下村下村米山米山米山米山委員長委員長委員長委員長よりおよりおよりおよりお願願願願いいいい】】】】    

10月度より財団・米山の目標額の一括納入をされ

た方は第1週、第3週には納入完了ということで名

前を発表いたします。次週を楽しみにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４日 振替休会  ２７４０地区大会出席により 

１１日 三国税務署 小辻茂様 

１７日（火） 山中ＲＣと合同例会 ホスト：山中ＲＣ 

２５日 地区財団学友委員 橋本泰久委員（福井ＲＣ） 

会員数 出 席 欠席届有 
欠席届

無 

ﾒｰｸｱ

ｯﾌﾟ 
出席率％ 

36 29 5  2 86.1 

本 日 の 合 計 本日迄の累計 前年度実績 

42,000円 472,400円 486,000円 

火曜日火曜日火曜日火曜日    
福井南福井南福井南福井南    繊繊繊繊 協協協協ビルビルビルビル８８８８FFFF    

勝勝勝勝    山山山山    市 民 活 動市 民 活 動市 民 活 動市 民 活 動 ｾﾝﾀｾﾝﾀｾﾝﾀｾﾝﾀ ｰーーー    

武武武武    生生生生    武生商工会武生商工会武生商工会武生商工会館館館館    

若若若若    狭狭狭狭    小小小小浜商工会議所浜商工会議所浜商工会議所浜商工会議所    

福井福井福井福井ﾌｪﾆｯｸﾌｪﾆｯｸﾌｪﾆｯｸﾌｪﾆｯｸｽｽｽｽ    ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ    

                            PPPPm6:30m6:30m6:30m6:30    点鐘点鐘点鐘点鐘    

水曜日水曜日水曜日水曜日    
福井北福井北福井北福井北    ホテルフジタフクイホテルフジタフクイホテルフジタフクイホテルフジタフクイ    

敦敦敦敦    賀賀賀賀    北陸銀行敦賀支店北陸銀行敦賀支店北陸銀行敦賀支店北陸銀行敦賀支店    

鯖江北鯖江北鯖江北鯖江北    鯖江鯖江鯖江鯖江ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ会館会館会館会館    

大大大大    野野野野    大野商工会議所会館大野商工会議所会館大野商工会議所会館大野商工会議所会館    

丸丸丸丸    岡岡岡岡    JAJAJAJA花咲花咲花咲花咲ふくいふくいふくいふくい    

                                        

月曜日月曜日月曜日月曜日    
福井東福井東福井東福井東        福井厚生年金福井厚生年金福井厚生年金福井厚生年金    

敦賀西敦賀西敦賀西敦賀西        ｻﾝﾋｻﾝﾋｻﾝﾋｻﾝﾋﾟ゚゚゚ｱｱｱｱ敦賀敦賀敦賀敦賀    

                                            PPPPm7:00m7:00m7:00m7:00点鐘点鐘点鐘点鐘    

県内県内県内県内クラブクラブクラブクラブ    

例例例例    会会会会    日日日日    

木曜日木曜日木曜日木曜日    
福福福福        井井井井    ユアーズホテルユアーズホテルユアーズホテルユアーズホテル    

武生府中武生府中武生府中武生府中    JAJAJAJA 越前越前越前越前たけふたけふたけふたけふ    

福井水仙福井水仙福井水仙福井水仙    神明神神明神神明神神明神社社社社    

                    Pm6:30Pm6:30Pm6:30Pm6:30 点鐘点鐘点鐘点鐘    

金曜日金曜日金曜日金曜日    
福井西福井西福井西福井西    グラントリアグラントリアグラントリアグラントリア    

三三三三    国国国国    三国観光三国観光三国観光三国観光ホテルホテルホテルホテル    

鯖鯖鯖鯖    江江江江    鯖江商工会館鯖江商工会館鯖江商工会館鯖江商工会館    

あじさいあじさいあじさいあじさい    リバージュアケボリバージュアケボリバージュアケボリバージュアケボノノノノ    

R.I R.I R.I R.I ＤＩＳＴＲＩＣＴＤＩＳＴＲＩＣＴＤＩＳＴＲＩＣＴＤＩＳＴＲＩＣＴ    ２６５０２６５０２６５０２６５０ＲＯＴＡＲＲＯＴＡＲＲＯＴＡＲＲＯＴＡＲＹＹＹＹ    ＣＬＵＢＣＬＵＢＣＬＵＢＣＬＵＢ    ＯＦＯＦＯＦＯＦ    ＭＡＲＵＯＫＡＭＡＲＵＯＫＡＭＡＲＵＯＫＡＭＡＲＵＯＫＡ    

http ://www.maruokahttp ://www.maruokahttp ://www.maruokahttp ://www.maruoka----rotary .comrotary .comrotary .comrotary .com     会長会長会長会長    下田重道下田重道下田重道下田重道    幹事幹事幹事幹事    奥村雅徳奥村雅徳奥村雅徳奥村雅徳    

N ON ON ON O ，，，， １ ５１ ５１ ５１ ５ ４ ０４ ０４ ０４ ０     

    

平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年１０１０１０１０月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（水水水水））））    
    

丸岡古城祭丸岡古城祭丸岡古城祭丸岡古城祭りりりり    参加参加参加参加    
例会点鐘例会点鐘例会点鐘例会点鐘    １６１６１６１６：：：：００００００００～～～～    

次 週次 週次 週次 週 のののの例 会例 会例 会例 会         第第第第 １５４１１５４１１５４１１５４１ 回回回回     

今 週今 週今 週今 週 のののの例 会例 会例 会例 会         第第第第 １５４０１５４０１５４０１５４０ 回回回回     

    平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年１０１０１０１０月月月月７７７７日日日日（（（（水水水水））））    
富田謙三富田謙三富田謙三富田謙三ガバナーガバナーガバナーガバナー公式訪問公式訪問公式訪問公式訪問    
富田謙三富田謙三富田謙三富田謙三ガバナーアドレスガバナーアドレスガバナーアドレスガバナーアドレス    

クラブクラブクラブクラブ協議会協議会協議会協議会    

創立創立創立創立    昭和昭和昭和昭和 53535353 年年年年 3333 月月月月 21212121 日日日日        承認承認承認承認    昭和昭和昭和昭和 53535353 年年年年 4444 月月月月 6666 日日日日    

下田会長下田会長下田会長下田会長    挨拶挨拶挨拶挨拶        

奥 村奥 村奥 村奥 村 幹 事幹 事幹 事幹 事     報 告報 告報 告報 告     



(事務局）〒910-0254   Tel（0776）67-0410／Fax（0776）67－4811                     クラブ広報委員長 林田數一 

       福井県坂井市丸岡町一本田 34-7 JA花咲ふくい 丸岡支店２F                    会報委員長―玉川佳一 副委員長―桑野賢吾 

(例会場) JA花咲ふくい 丸岡支店 ３F (例会日) 毎週水曜日 12時 30分 ( 会員数) ３６名     委員―東角操・大久保政幸・西川政義  

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年に引き続き、ガバナー補佐

として参りました。よろしくお願

い致します。ガバナー補佐とは地

区ガバナーとクラブの中継役とし

て連絡や問題解決にお役に立てれ

ばと思っています。来週は公式訪

問です。冨田ガバナーのプロフィ

ールを紹介いたします。今年でロ

ータリー歴は29年で、京都ロータリークラブのメンバーです。京都

で手広く建設業を営みながら、京都文教学園の理事長をしています。

幼稚園から大学院まである総合学園です。京都商工会議所の理事長、

日本ＪＣの近畿地区協議会の理事などを歴任されています。現在75

歳で、特に教育に熱心な方です。「育てよう。人」のテーマもその

ようなことから作られたのだと思います。 

公式訪問を通じて、皆様方と一層ロータリーの理解を深めながら、

クラブが良くなって頂きたいと公式訪問を致します。国際ロータリ

ーは各クラブが一番大事。地区のテーマである「育てよう。人」そ

して会員の質の向上。来年春にはひとクラブ1名の増員をお願いした

い。公式訪問は、会長・幹事との話をして、ガバナーがいろいろな

問題点を聞きながら、ガバナーと会長の接触を深める。例会に出席

してＲＩの方針と、皆様方への激励のスピーチを致します。その後、

クラブ協議会で各委員長さんの報告を聞きながら、ガバナーとして

指導されると思います。ガバナーをお迎えするに際してはクラブら

しい方法ですれば良いと思います。出来るだけ多くの会員の方の出

席と、最後まで出席くださるのが一番です。ロータリーに対して、

クラブに対して率直な意見を聞かせて下されば良いと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ＩＩＩＩ・・・・ＭＭＭＭ    
１０１０１０１０月月月月３３３３日日日日（（（（土土土土））））    

 

福井フェニックスプ

ラザにて福井 RC がホ

ストにて国際ロータリ

ー第２６５０地区第５組

のインターシティミーテ

ィングが開催され、丸

岡クラブは１６名が参加いたしました。 

 記念講演は鯖江の立待小学校教諭の岩堀美雪先生で、先生がすすめ

ている「パーソナルポートフォリオ」についてたくさんの事例を交えながら

話して下さいました。これは学生でも企業でも個人でも 

出来る事ではないでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 最後に歌を歌って下さいましたが、と

ても心に響く歌で涙を流して聞いている

方もたくさんいました。 

第２部は鯖江の㈱ウォンツの「一途」

というバンドが生きる事の素晴らしさをう

たった曲を力強く歌ってくれました。 

 

「不況を吹っ飛ばせ！」と始められた懇親会も元気になるような楽しい

懇親会になりました。 

 
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

『友』インターネット速報 2009 年 9 月 15 日  No.398 

    ロータリーロータリーロータリーロータリーととととグーグルグーグルグーグルグーグルがががが協力協力協力協力 

アメリカのソフトウェア会社グーグル（Google）との協力により、

100 年近く発行されてきた『THE ROTARIAN』のバックナンバーが、イ

ンターネット上で、無料で閲覧できるようになりました。現在、1959

～2008 年の間に発行されたすべての号が、検索機能のついたグーグ

ルブックスを通じてフルカラーでご覧いただけます。 グーグルとの

協力関係は、ロータリーの歴史的資料を世界中のロータリアンが利

用できるようにする取り組みの一環として結ばれました。国際 ロー

タリー（ＲＩ）で文書の保管を担当するステファニー・ジョルダー

ノ氏は「グーグルがすべての号を無料でスキャンし、検索できるよ

う索引の作成作業を行っています」と説明。すべてを掲載すると、7

万 2, 000 ページ以上を閲覧できるようになります。詳細はＲＩの日

本語ホーム ページをご覧ください。 

http://www.rotary.org/ja/MediaAndNews/News/Pages/09
0831_news_google.aspx 
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クラブ協議会 公式訪問に備え

歴史探訪歴史探訪歴史探訪歴史探訪           西方寺西方寺西方寺西方寺のののの鬼鬼鬼鬼ヒバヒバヒバヒバ        （（（（県指定天然県指定天然県指定天然県指定天然記念物記念物記念物記念物））））        春江町西方寺春江町西方寺春江町西方寺春江町西方寺        

その名の由来は、昔、このあたりに水鬼が出没。勅命により、アシ原をひらき、七堂伽藍を建立し、祈願所が設けられたといいます。や

がて、政道坊と名のる坊さんが鬼を龍剣で殺し、胴を境内に埋め、その上にヒバを一対植えたとされます。ヒバは天正三年、織田信長の

兵火にかかり焼失。そのあとに植えたのが現在のオニヒバです。 

現在のヒバは、天正３年（１５７５年）織田信長の兵火にかかり焼

失したヒバの跡に植えられたものです。高さ２２.８メートル、幹

の周囲３.２メートル樹齢４００年以上と推定されています。古く

からこの地域の象徴としていくつもの時代を見つめてきたこのオ

ニヒバは、勇ましい伝説となり地域の人々の間に語り伝えられ、そ

の雄々しい姿はこの地域の未来を見守っていくことでしょう。 

ヒバ「檜葉」･･林業上はアスナロの一変種であるヒノキアスナロをさす。 

アスナロ「檜」･･ヒノキ科の針葉高木 

荒木荒木荒木荒木ガバナーガバナーガバナーガバナー補佐補佐補佐補佐    挨拶挨拶挨拶挨拶        

公式訪問時の例会及びクラ

ブ協議会も同様に行うとい

うことで、クラブ協議会の進

め方やスクリーンの位置の

確認などを行いました。 

今年度は例会時にプロ

ジェクターを使用して

進行しています。 


