
 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

今日のロータリーソング 

『 奉仕の理想 』 
 

 

 

みなさん こんにちは。 

 今日は最後のご挨拶となり

ます。 

 先日１万ドルの大口寄付者

ということで表彰されましたが、

今度は RI 会長ジョン・ケニー

氏サイン入りのお礼状が届き

ました。英文と訳文もありまし

た。長いので、最後の３行だ

けを読まさせて頂きます。 

 私はロータリーに入ってこのようなお礼状が欲しくてしたわけではありません。

ほんの少しずつの寄付だけど、うれしかったです。 

入会してちょうど１８年経ちました。６月５日から１９年目になりました。１年間

本当にやれるのだろうかと心配ばかりしてのスタートでしたが、各委員会また会

員皆様に支えられて何とか本日で１年が経とうとしています。ご支援・ご協力誠

にありがとうございました。 思えば本当に様々な人々にお会いできたことが走

馬燈のように浮かんできますが、またそれも私にとっての宝物だと思います。 

６月１８日朝５時からのラジオで、時々朝５時頃に目覚まし代わりにラジオを

つけて鳴り出すのですが、その日はロータリー、ロータリーという元気一杯の女

の人の声で起こされました。はじめは何かあったのかと訝って聞いていましたら、

ロータリーの誕生から歴史、世界に現在では、２００以上の国、クラブ数３３，６６

０や会員総数１，２１２，６９０人、日本で最初に設立された東京 RC、米山梅吉

のことやロータリー活動のことをまじめにしゃべっていました。ほかにもどなたか

聞かれたかもしれませんが、その女の人は石垣島にある八重山 RC の会長さ

んでした。今からカナダのモントリオールで開催される世界大会へ行くために

成田に向かっているところで、２４日に帰るということでした。その３０数名のクラ

ブの所属は沖縄も含め第２５８０地区だそうで東京の半分が入っています。今

年その地区でカンボジアでの地雷撤去に合計１億余り出して１０カ所以上の村

で安全に生活ができるようにし、そして現地に行って来た、その帰りでそのまま

成田へ向かっているということでした。そのようなロータリアンがいるんだと、朝

から胸が高鳴りました。 

 

玉川会報委員長 

年度末に当たり、一年間掲載した「歴史探訪」 
を小冊子にまとめました。皆様にご協力頂きましたが 

あと数冊残っています。チャリティーとしてニコニコ箱 

に入れますので、最後のご協力をお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.I ＤＩＳＴＲＩＣＴ ２６５０ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ ＯＦ ＭＡＲＵＯＫＡ 

h t tp ://www.maruoka-rotary .com 会長 下田重道 

１５７４回 例会 委員会報告 （６月２３日現在） 

【出席委員会】 
 

 

 

 

【ﾒｰｷｬｯﾌﾟ】 6/25 石橋会員（三国RCで） 

  

【ロータリー財団特別寄付】 本日8,000円 本年度累計718,000円      

下田、奥村、林田（恒）、髙尾、野尻、山本 

目標達成者ー池田/中島/釣部／林田（千）/林田（數）/下田/藤本/中田/金 

奥村/髙嶋/横山/林田（恒）/山下/下村/竹内/山田/髙尾/倉本/桑野/野尻 

大久保/玉川/高山/島田 計25名 

※ 6/25 年次寄付 113,400円 チリ復興基金 34,000円 送金 

 
 

【米山記念奨学会】      本日9,000円 本年度累計842,000円 

下田、奥村、林田（恒）、下村、髙尾、山本 

澤田、釣部、前川、下田、金、奥村、林田（恒）、髙尾、島田、倉田 

目標達成者ー池田/中島/釣部/林田（千）/林田（數）/北/下田/藤本/中田 

金/奥村/髙嶋/横山/林田（恒）/山下/下村/竹内/山田/髙尾/倉本/桑野/野尻

大久保/玉川/高山/島田 計26名 

  ※ 6/25 個人寄付 413,000円 ｸﾗﾌﾞ扱い 15,000円 送金 
 

【ニコニコ箱】  

････順不同・敬称略 

下田・・・一年間、ご支援・ご協力ありがとうございました。 

     ちょっと嬉しいことがありました。 

奥村・・・一年間、ご協力頂き、ありがとうございました。 

池田・・・会長・幹事さん、役員さん、ご苦労さんでした。素晴らしい一年でした。 

中島・・・下田会長、奥村幹事、一年間ご苦労様でした。 

竹澤・・・下田会長、奥村幹事、一年間ご苦労様でした。本日早退します。 

林田（千）・・下田会長、奥村幹事、一年間ご苦労様でした。 

小見山・・下田会長、奥村幹事、又他の理事・役員の皆様一年間ご苦労様でした。 

藤本・・・会長、幹事をはじめ役員の皆様、一年間ご苦労様でした。 

髙嶋・・・会長、はじめ役員の皆様、一年間ご苦労様でした。 

林田(恒)・・下田会長、奥村幹事、ご苦労様でした。 

山下・・・会長、一年間ご苦労様でした。玉川さん、必ず戻ってきて下さい。 

髙尾・・・梅雨の季節です。お身体を大切に。 

玉川・・・2009～2010 年度、最後の例会です。会報をご愛読ありがとうございまし 

た。そして一年間ご苦労様でした。 

山本・・・前回欠席しました。すいませんでした。 

髙倉・・・遅くなり申し訳ありませんでした。先週白山ロータリークラブに出かけてまい 

りました。楽しかったです。 妻の誕生日を自祝して。 

会報委員会・・会員の皆様、本当にありがとうございました。 

 

 
      「ロータリーの綱領」の斉唱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員数 出 席 欠席届有 欠席届無 
ﾒｰｸｱ

ｯﾌﾟ 
出席率％

38 24 12 2 0 63.15

本 日 の 合 計 本日迄の累計 前年度実績 

46,000円 1,730,400円 1,592,000円

火曜日 
福井南 繊協ビル８F 

勝 山 市 民 活 動 ｾﾝﾀｰ

武 生 武生商工会館 

若 狭 小浜商工会議所

福井ﾌｪﾆｯｸｽ ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ 

       Pm6:30 点鐘 

水曜日 
福井北 ホテルフジタフクイ

敦 賀 北陸銀行敦賀支店 

鯖江北 鯖江ＮＰＯ会館 

大 野 大野商工会議所会館

丸 岡 JA花咲ふくい 

月曜日 
福井東  ＡＯＳＳＡ 

敦賀西  ｻﾝﾋ゚ ｱ敦賀 

           Pm7:00点鐘 

県内クラブ 

例 会 日 

木曜日 
福  井  ユアーズホテル 

武生府中 JA 越前たけふ 

福井水仙 神明神社 

     Pm6:30 点鐘 

金曜日 
福井西 バードグリーンホテル

三 国 三国観光ホテル

鯖 江 鯖江商工会館 

あじさい リバージュアケボノ

幹事 奥村雅徳
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今 週 の例 会   第 １５７４回

平成２２年 ６月３０日（水） 
定款第５条第１節（Ｃ）にて 

休会です。 
2010-11 年度は 7 月 7 日（水）第 1 回です。

次 週 の例 会  

 

平成２２年 ６月２３日（水） 
最終例会 年度末活動報告 
     各委員会 委員長発表 

    下田会長・奥村幹事 

創立 昭和 53 年 3 月 21 日  承認 昭和 53 年 4 月 6 日 

下田会長 挨拶  

 財団への大口寄付者となられましたことを、心よりお祝い申し上げます。「ロータ

リーの未来はあなたの手の中に」をテーマとして掲げた私にとりまして、ロータリ

ーの未来を託すのに、これほど頼もしい「手」はありません。心を込めて 



 

 

(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) ３７名        委員―東角操・大久保政幸   

 

 

 

髙尾誠新世代副委員長 

山田委員長が欠席の為、副委員長の髙尾から発表さ

せて頂きます。 

【活動内容】１．親子による自然体験学習等の実施 

 ２．三国ロータリークラブとの野球・サッカー大会の合 

 同企画実施 

３．他委員会との協力 

【活動結果】親子自然体験学習「丸岡そばを育てよう！」の実施 

       そば蒔き、そば刈り、そば打ち等の実施で新聞等にも PR 出来た。 

      サッカー大会は小学 3 年生は初めての大会で、とても喜ばれた。 

      RYLA は担当者がロープレに出席して、とても感激した。 

【反省点】そばは天候に左右されるので難しい。委員に農業に詳しい人が沢山

いないと実施できない。 

      三国 RC との共同企画は野球については任せきりになってしまった。  

野尻昇ロータリー財団委員長 
【活動内容】今年度は財団寄付の募集方法につい

て、目標金額の一括前納制及び目標金額を達

成された会員に対し、毎月第 1、第 3 例会に達成

者の名前を発表し、栄誉をたたえる制度を導入。 

  また、前納ですでに目標を達成された方には、

会長より賞を頂いた。尚、後期もこの方法で多くの会員から支援を頂戴し、寄

付活動を実施した。 

【活動結果】 ロータリー財団寄付額 今年度一人＄１７５ドルは達成 

  目標達成者  25 名       P・H・F  髙尾、山田、下村 

  大口寄付者 下田       M・P・H・F 池田、前川、藤本 

【反省点】財団寄付行為を訴えるだけでなく、ロータリー財団の活動内容を把握 

し、内容をもっと訴えたかった。 

米山記念奨学会 下村晴夫委員長 

【活動内容】 「将来、日本と世界を結ぶ【懸け橋】とな

って、国際社会で活躍し、ロータリー運動の良き理解

者となる人材を育成すること」を基本に活動した。 

 具体的には  

１．年間目標 24,000 円を目指し、寄付 PR に努めた。 

   米山袋の作成、目標達成者の例会（第 1・第 3）発表と会報への記載、 

   上期末早期達成者の会長表彰 

２．米山ランチの実施 

 ３．奨学生の卓話や奉仕活動への参加 

【活動結果】本年度実績 ８４２千円（前年度７１５千円 １８％増） 

      目標達成者 ２６名（前年度１６名 １０名増加） 

      米山功労者 第１回功労者 横山茂樹、山田栄 

            第３回ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ 林田數一  第７回ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ 金定基 

 米山ランチを２回（９月３０日、３月３１日）実施し、奨学金の一部とした。 

 奨学生の卓話や奉仕活動への積極的な参加により、米山奨学会活動に対す 

る会員の理解が深められた。 

 奨学生卓話 ３回実施（三国・丸岡・福井フェニックス RC） 

 納涼家族会、親子自然体験教室、就職模擬面接、クリスマス家族会等に参加 

 

会計 中島忠信会計長 
会計は６月末決算なので、７月中旬頃に決算書を 

報告したいと思います。 

会員の皆様の協力でニコニコが予定よりも多く集まりま

したので、地区大会費、慶弔費などのオーバー分がま

かなえるのではないかと思います。 

 

S・A・A  髙嶋勝美 
外部卓話者が帰られる時は、玄関先まで見送りする

べきでなかったかと反省しています。 

 

 

   退会挨拶   玉川佳一会員 

今年度は会報委員長、昨年は親睦副委

員長として活躍して下さいましたが、家庭

の事情で退会することになりました。 

「とても残念ですけれど、また、いつか必ず

戻ってくるつもりでおりますので、よろしく

お願い致します。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-2010 年度 会長 下田重道 
 本年度 わが丸岡ロータリークラブのテーマ

を『結束し未来に向かおう！』とさせていただき、

この一年私なりに一所懸命に頑張ってまいりま

した。全員が結束できたからこそ、当初の活動方針であります １．会員全員で、楽

しい例会にしよう。２．会員増強 （２名純増）３．親睦活動の充実 ４．各委員会の

事業には全員が率先して協力する。 の４項目の目標が成就できたものと思います。

１月２０日藤本ロータリー情報委員長によりますアンケート調査結果について例会で

の情報集会、グループミーティングの討議。１月２７日の横山職業奉仕委員長により

ます素晴らしい卓話はその会報（NO,１５５５）を何度も読み返しました。２月は３日の

２１世紀職業財団の三田村所長さんの卓話、１０日は環境アドバイザーの北様の卓

話、１７日はミラクルエレファンツ野田監督の卓話、２４日はかすみが丘学園本多理

事長さんの卓話と外部卓話が続きましたが、時宜を得たプログラムだったと思いま

す。３月は３日のロータリー情報集会、グループ討議の結果発表、１０日は明厳寺

の乙坂住職の外部卓話、「おかげさま」の文章が私の事務所の入り口に張ってあり

毎日見ています。１７日は職場訪問例会、ケアハイツ「花しょうぶ」を見学。１８日は

金沢百万石 RC へお邪魔をしました。２４日は外部卓話、自然再生ふくい行動プロ

ジェクトの掛谷様の自然を呼び戻す活動の大事なお話を伺いました。３１日は新会

員卓話で島田利男会員の感動あふれる卓話をお聞き致しました。４月４日は地区

大会で、京都の春を満喫した大変楽しいひと時でした。７日は社会奉仕委員会担

当のカーブミラー清掃奉仕で汗を流しました。１３日には友好クラブの山中 RC 創立

４５周年に出かけ、１４日は新会員卓話、山本雅人さんのお話で、わからないの

に・・・聞かない人等々の標語も張ってあり戒めとしています。１８日は第３回ロータリ

ーカップ坂井市少年サッカー大会があり、２１日はお花見例会で金沢百万石 RC か

らも３名様お迎えして楽しい花見となりました。２８日はあかねケアマネージャーの中

村様を迎えて大事な老人福祉の話をお聞きしました。５月１２日は福井テレビの丸

山アナウンサーさんと小林さんのトークで楽しみ、１９日は RYLA 報告会 大道恵さ

んの報告、感想。２６日は福井県金融広報委員会の越前市吉村様の卓話で大変

元気が出て勇気をもらいました。近い内に「蔵の辻」へ行こうと思っています。６月２

日は恒例の三国 RC との合同例会があり、今年初めてのゴルフもしまして、健康を

考えた卓話やまた、フラメンコのアトラクションに酔いしれました。 

 以上で下期の事業等を振り返りましたが、後二人高倉文寛さん、倉田教信さんと

仲間が増えました。本当にうれしいことでした。 

 クラブ管理運営のプログラム委員会には毎週の例会の講師のお願い、親睦委員

会には準備・後片付け、懇親会の段取りや司会、そして、出席委員会、規定審議委

員会にお世話になり、また、ニコニコ箱委員会には目標を上回って頂き、ソング委

員会にはいろいろな歌で、また、クラブ広報の雑誌・広報・IT 委員会にはおおいに

PR やロータリーの友の説明でお世話になりました。また、毎週きれいな週報を発行

して頂いた会報委員会、特に会員増強・退会防止の林田千之さん、また、職業分

類・会員選考委員会、ロータリー情報委員会にお世話になりました。 

 奉仕プロジェクトでは、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、姉妹クラブ友好、新世

代・青少年交換の各事業委員会の皆様に様々な事業でお世話になりました。 

 ロータリー財団、米山奨学会、お金集めで目標を達成して頂きました。 

 中島会計さん、高嶋S・A・Aさん、西野監査さん、前川副会計さん、中田直前会長

さん、女房役の幹事、奥村さんにお世話になりました。 

 本年度会員全員が一致団結して未来に向かって下さいました。皆様のご支援・ご

協力に感謝申し上げます。一年間お世話になり誠にありがとうございました。 

 

幹事 奥村雅徳 

クラブの活動は親睦が基本であり、それが潤滑油となっ

て更に活動が活発になり、新しい仲間も増えて来ます。

そういう意味でこの一年、親睦委員会の皆さんには、本

当に息の合った、またロータリーのマークの様に歯車の

噛み合った活動ぶりを発揮して頂きました。それが会員増強委員会の熱心な会員

勧誘に結びつき4名の新会員を迎えることが出来ました。 

各委員会の皆さんには本当に多種多様にわたり、クラブの活動、事業や行事など

に取り組み、立派に成果を残して頂きました。全委員会の皆さんにあらためてお礼

申しあげます。 

幹事の責務として常に何事にも「深く介入せず、また離れ過ぎず」をモットーとして、

この細身に重圧を受けながら順風あれば、また時には逆風ありで、この一年間知ら

ず識らず「耐え忍ぶ」ことなど、たいへん貴重な人生勉強をさせて頂いた・・そんな

心境です。幸い会長は、幹事を二度経験されていますから、その責務を熟知されて

おり、その点、ラッキーな部分もありました。自分としては健康に自信があるわけでも

なく、不安な面も感じつつ、何とか一年、皆さんに支えられて無遅刻、無欠勤で終

えることが出来ました。これだけは自分自身を褒めてやりたいと思います。いまは安

堵の気持ちで一杯です。 

この一年間、本当にご協力頂きありがとうございました。 

 

 

2009－2010 年度 ｸﾗﾌﾞﾃｰﾏ   結 束 し 、 未 来 に 向 か お う ！

『 ２００９～２０１０年度 活動報告 』


