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過日１８日に福井水仙ロータリークラブ創立10周年の集いが行われたのでお祝いに参加して

きました。水仙クラブは福井県では最も新しいクラブで、会員も福井市内ばかりでなく広域の鯖

江や永平寺、春江の人など広域の地区にまたがっているそうです。 わたくしも以前にビジター

として参加させてもらったことがありますが、とてもアットホームで和やかな雰囲気のクラブだとの

印象がありました。また、最初に夜間例会を取り入れたクラブであります。会員数２３名の小さな

クラブです。 この日は、マラソンの有森裕子さんの講演がありました。有森さんは知的障碍者の

スポーツを支援するスペシャルオリンピック日本（ＳＯ）の理事長をされていて、「無条件で人間を

元気にしてくれるのはスポーツであり、社会を変えるエネルギーになる」という話をしてもらいまし

た。有森さんは子供のころ股関節脱臼で運動に自信がなく、うじうじした性格だったそうですが、

なにかと声をかけて元気づけてくれた担任の体育の先生を慕って陸上を始めたのがきっかけで、チャンスをもらってオリンピ

ックに出場するまでに成長したという話でした。スポーツをすることによって可能性が引き出され、社会参加が可能になるの

だが、その点障碍者はそのスポーツの機会が与えられていない。障碍者の能力や可能性を引き出すチャンスをみんなで共

有すべきである。との話に興味を持ち、感心させられました。 何故、福井水仙クラブが記念行事に有森さんを招聘したのか

と思いましたが、水仙クラブは設立以来ずっと発達障碍児の支援を続けてきた経緯があり、昨年、スペシャルオリンピック（Ｓ

Ｏ）の福井県地区組織開設が開設されるにあたって、メンバーに加わり、会長がＳＯ協会の理事にもなっているそうです。同

クラブの障碍者に対する一貫した支援姿勢にも感心させられました。以上、報告を兼ねてあいさつとします。 

ビジター 加賀ロータリークラブ 梶幸夫様 

 

 

 

 

 

 

 

国際ロータリー第２６５０地区 

中澤 忠嗣ガバナー  

『 クラブに「個性」と「憧れ」を！ 』 

R.I ＤＩＳＴＲＩＣＴ ２６５０ 

ＭＡＲＵＯＫＡ ＲＯＴＡＲＹ CLUB 

丸岡ロータリークラブ会報 
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丸岡ロータリークラブ スローガン 

  『 丸岡発のロータリー活動を！ 』 

     
会長 水﨑 亮博   幹事 倉本 正一郎  

 

 

2015-2016 年度 

国際ロータリー会長 

K．R．ラビンドラン 

『世界へのプレゼントになろう』 

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 ｻﾝﾎﾃﾙ やまね 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ ｸ゙ ﾗﾝﾕｱー ｽ゙ ﾌｸｲ Pm6:30 

水 曜日 
福 井 北 ｸﾞﾗﾝﾕｱｰｽﾞﾌｸｲ 

敦 賀  北陸銀行敦賀支店 

鯖 江 北 神明苑  

大  野 大野商工会議所 

丸 岡 城のまちｺﾐﾆｭﾃｨｾﾝﾀー  

             Pm6：30 

 

月 曜日 
福 井 東 A O S S A  3 F  

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  福井ﾊﾟﾚｽﾎﾃﾙ 

  Pm7：00 

敦 賀 西 ｻﾝﾋ゚ ｱ敦賀  Pm7:00  

 

 

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３F 
あじさい リバージュアケボノ 

Be a gift to the world 

会長挨拶     水﨑亮博会長                            ６月２２日（水） 

日  来簡分まで 
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会 長 水﨑 亮博 

本年度は我がクラブでは「丸岡発のロータリー活動を！」をスローガンに多くの活動を展開してきました。 

①地域につながる活動 これまでも我がクラブは常に坂井・丸岡を拠点として実績ある活動を続けてきています。

本年度も従来からの活動を継続し充実させてきました。古城まつりへの協賛（ロータリー活動紹介のパネル展示）、

丸岡城国宝化運動への積極的参加、献血運動などの活動を通して地域の中でロータリークラブが根付いているこ

とを改めて実感しました。坂井地区では、三国ロータリークラブとの協力も非常に重要であります。合同例会を

通して交流を深め、少年野球大会や少年サッカー大会の共同開催を通して連携がより深まりました。次年度はガ

バナー公式訪問の合同開催も約束されています。また、広報委員会による金融機関待合室への「ロータリーの友」

配置なども地味ではありますが、地域社会への情報発信という点ではとても効果ある活動でした。 

②次世代と結ぶ活動  地元の若者、とくに高校生との連携活動を目指しました。 

 具体的には、１）タイ国孤児院、小学校へ、丸岡高校生と一緒に絵本を贈呈するスタデイツアーを行ったこと 

２）丸岡高校吹奏楽部のミニコンサート ３）就職模擬面接 などがあげられます。 

③国際交流・奉仕活動 ４年目を迎えたタイ国プラテｲープ財団、南部タクアパークラブとの交流活動 

 今年は丸岡高校の代表生徒といっしょにタクアパーのバーンナムチャイ財団を訪問し交流を深めました。 

タクアパーのメンバーとの関係が一層密になり今後の連携が期待できる基礎ができたと思われます。 

④クラブの運営 前年度の下村会長年度に会員相互の議論を重ねて、夜間例会、会費削減の転換が図られました。

本年はその改革の定着を図ることが重要な役割でした。夜間例会は現下の会員の就業状況を考えると大きな前進

でした。 

⑤会員増強 本年度は会員増強退会防止委員会の大いなる努力によって６名の新入会員を迎えることができまし

た。世代の若い人が増えて会に活力と新鮮さが生まれてきています。 

幹 事 倉本 正一郎 

【活動内容】水﨑会長が掲げた「丸岡発のロータリー活動を！」基本に会長補佐として理事、各委員長、会員の皆

様方の大きな御指導御協力を頂きまして、私なりに精一杯奉仕活動に対し務められたかと思っております。行事

内容には、数が多すぎて控えさせていただきます。私個人的にはやはり９月の（タイスタディツアー参加）をさ

せていただき貴重な体験だったと思いました。 

【活動結果】本年は６名の若い入会者があり、女性も１名入られ、例会場も明るくなりました。しかしながら、３

名の退会者もあり、この点が、非常に残念でした。会場設営には、倉田会員が毎回のようにしてくださり、私の

甘えが多々あり、本当にありがとうございました。又、８月５日の例会場はこの城のまち会館の都合により、長

畝公民館にて会長の配慮を頂きまして無事例会が出来たことは良かったと思います。 

【反省点】会長も私も年齢的には若くないので、身体のことが一番心配しましたが、長いようで短い、短いようで

長い１年を無事に終了出来たかなと思っております。 

【申し送り事項】ロータリークラブには奉仕事業は当然ですが、例会出席率が悪かった事が心残りです。 

とにかく、健康第一です。会員の皆様全員で次年度も頑張りましょう。 

①はぐるま会への参加登録の案内 詳しくは、事務局または、杉本まで。 

道木 宏昌 会員 

「ロータリー世界平和フォーラム広島」2013 年 5 月 17 日～18 日 開催 

 2012－13年度国際ロータリー(RI)会長の田中作次氏は、RIテーマを「奉仕を通じて平和

を」として、ロータリアンに「平和」について考え、活動するよう奨励しました。その一環として、

ベルリン、ホノルル、広島の３か所で、平和をテーマとした RI会長主催会議「ロータリー世界

平和フォーラム」を開催しました。広島では「平和はあなたから始まる」のもと、ロータリアンと

新世代がさまざまな角度から平和について学び、考え、意見交換をしました。 

 この時の事をネットで調べてみたら、会長等のお言葉があったので、紹介させていただきま

す。フォーラムの最後に田中会長は、「『平和』をどう定義するにせよ、それがロータリーにと

って究極の、そして実現可能な目標であることをご理解いただきたい。平和は、政府間の協定や闘争だけで実現するもので

はなく、日常のささやかな方法の積み重ねによって成し遂げるもの」と出席者に呼びかけました。 

同じく閉会式で講演したゲイリー・ホァン会長ノミニーは、「己の欲せざる事、人に施す事なかれ」という文化や宗教を超えた

概念を紹介した上で、ロータリアンは、超我の奉仕と平和の礎を築くことでこれを実践していると述べました。また、「私たち

は、それぞれの地域社会で平和を築きながら、世界平和を実現する。友情と互いを受け容れる心を養うことで、世界平和を

築いている」と語りました。 

RI 会長メッセージ  奉仕の姿 

クラブ協議会  2015-16年度   活動報告③                  ６月２２日（水） 

                                 ７月１５日（水） 

委員会報告  杉本次年度幹事                          ６月２２日（水） 

ＲＹＬＡ修了証の授与 

卓話の時間    ロータリーの友  ６月号  ポイント紹介           ６月２２日（水） 

                                 ７月１５日（水） 
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 本年度も終わりに近づき、この素晴らしい組織の一員としてさらに大きな誇りを感じています。世界をより豊かにし、絶望を

希望に変え、恵まれない人々に上昇への道を示すロータリーは、私たち一人ひとりが「世界へのプレゼントになる」ことで、多

くの人への贈りものになるのです。『平和』をどう定義するにせよ、それはロータリーにとって究極の、そして実現可能な目標

である。そのことはとても壮大な目標だが、まずは、私たち一人ひとりが、それぞれの地域社会で、日常のささいな方法の積

み重ねによって平和を築くことからはじまる。 

ロータリーの明日  

2016 年 規定審議会レポート 

 4月 10～15日、アメリカ・イリノイ州シカゴで、規定審議会が開催されました。規定審議会は 3年に１度開催され、ロータリ

ーの規定の改定を審議する、国際ロータリー(RI)の立法機関です。 審議されるのは、「規定案」と呼ばれる「国際ロータリー

定款」「国際ロータリー細則」「標準ロータリークラブ定款」の改定に関わるものと、「決議案」と呼ばれる RI理事会が検討する

ような決議するものの２種類です。 「ロータリーの歴史の節目に立ち会った」という代表議員がいるほど、今回の規定審議会

では多くことが変わりました。すべての変更点について紹介するには誌面が足りませんので、採択された制定案の中から、

皆さまのクラブに影響が大きいものを紹介します。 

会員身分がシンプルに 
 今回の変更で反響の大きかったものの一つが「規定案 16-38 会員身分を変更する件」でしょう。これは「国際ロータリー

定款 第 5条 会員 第 2節－クラブの構成。（a）」と「標準ロータリークラブ定款 第 7条 会員身分 第 1節－全般的資格

条件」を変更するものです。 

 「国際ロータリー定款 第 5条 会員 第 2節－クラブの構成。（a）」には、6つの補則がありました。ここには皆さまがよくご

存じの「一般に認められた有益な事業や専門職務の所有者、共同経営者（パートナー）、法人役員、支配人のいずれかで

あること」といったような条件が提示してありましたが、今回の改定ですべてが削除されました。 

 これらの6つの条件が消えたことによって、「ロータリーは誰でも入れるようになった。ロータリーは終わった」と言われる方が

いらっしゃいます。しかし、本当にそうなのでしょうか。（a）を補足する 6つ条件は削除されましたが、（a）そのものが削除され

たわけではありません。変更が加えられ、（a）クラブは、善良さ、高潔さ、リーダーシップを身をもって示し、職業上および（ま

たは）地域社会でよい評判を受けており、地域社会（または）世界において奉仕する意欲のある成人によって構成されるもの

とする。 となりました。これまでの規定審議会では、（a）の下に補則が追加されてきました。その都度、日本では「会員身分

を広げ、安易に誰でも入れるようにするものだ」という批判が出て、『ロータリーの友』にも、そのような投稿がありました。今回、

それらの補則がすべてなくなったことに関して、やはり同じような「誰でも入れるようになった」という批判を耳にします。 

 皆さまは、どのように思われたでしょうか。私は、役職や経歴などの限定的な条件がなくなった分、その人の人となりにスポ

ットが当たり、ロータリアンがどういった人々の集まりかが全面に押し出されたように感じました。かえって条件が厳しくなった

ようにも思いました。また、こういった人柄で、どのような肩書、どのような経歴の人を入れるのか、これらはクラブの裁量に委

ねられることになるのでしょう。 

例会の開催に柔軟性が 
 「会員身分の変更」と同じくらい反響が大きかったのが、例会頻度に関しての規定でしょうか。「制定案 16-21 クラブ例会と

出席に柔軟性を認める件」では「標準ロータリークラブ定款 第 6条」として「例会と出席に関する規定の例外」という規定を

挿入することが採択されました。 

 本定款の第 7条 1節、第 10条第 1、2、3、4、5節、第 13条第 4節に従わない規定または要件を細則に含めることができ

る。そのような規定または要件は、本定款の上記の節の規定または要件に優先する。クラブは少なくとも月 2回例会を開くも

のとする。 

 この変更を聞いて、早計に「ロータリークラブの例会が 2回になった」という話が飛び交っているようですが、それは正しい

とは言えません。「標準ロータリークラブ定款」の現「第 6条(新第 7条)会合 第 1節－例会。(a)にある「日および時間。本ク

ラブは、毎週 1回、細則に定められた日および時間に、定期の会合を開かなければならない」が、変更になったわけではあ

りませんから､あくまでも「毎週」が基本で､それ以外の頻度を「細則に定めてもよい」ということなのです。 

 さらに、例会に関しての大きな変更の一つは、「規定案16-30 直接あるいはオンラインの両方による例会出席を認めるよう、

出席規定を改正する件」と「規定案 16-82従来型クラブと E クラブの区別をなくす件」が、採択されたことです。 

これまで、従来型のクラブではインターネット上で例会を開催することはできませんでした。一方、E クラブでは、顔を合わ

せた従来型の例会を開くことはできませんでした。これが、いずれの場合も認められ、従って、従来型クラブとEクラブを区別

するのをやめる、というのがこれらの立法です。 

クラブの財政面への影響は 

 財政的な問題で言えば「制定案 16-07 クラブ会員の入会金を廃止する件」が採択されたこと。相当の入会金を見込んで

予算を立てているクラブは、入会金がなくなればその分の会費の値上げで補填するのか、運営費や奉仕活動を削らなくて

はいけないのか、考慮しなければならないと思われます。クラブの理事会・委員会構成は クラブに入って間もないので、よ

くわかりませんが、重要な変更だと思われます。 

最後のほうに 
 楽なほうへと走りすぎると、クラブの面白さや良さが半減して、さらなる会員数の減少を招くことになるかもしれません。一

方で、厳しすぎても、ほかのクラブと比較して「なぜ、うちばっかり」という不満が出てくるかもしれません。 

 伝統を重んじ、古きを守ることは大事なことです。しかし、新しいものに対して拒絶をすれば、取り残されてしまうかもしれま

せん。 今回の規定審議会では、「柔軟性」という言葉がよく聞かれました。その結果、クラブに「責任の重さ」を突きつけら

れることになったようにも思えます。単に規定の変更に沿って「ロータリークラブの細則」を書き換えるのではなく、自分たちの

クラブのあり方や未来をじっくりと見つめて、「ロータリークラブの細則」を変更しなければならないと思います。 

 クラブの個性が顕著になり、ロータリークラブに入会するか否かではなく、どのロータリークラブに入会するのか会員候補が

悩む、そんな時代が来るのかもしれないなどと想像するのも悪くないかもしれません。自分たちのクラブを見つめ直す良い機
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出 席 委 員 会 

会になれば、ロータリーの歴史は良い方向へと書き換えられることでしょう。 

 今回の変更で、クラブに誰でも入れるようになったからといって、誰でも入れると、クラブの質が落ちる。なので、これからは

私たちが誰に入ってもらうか、しっかりと見極めていかなければならなくなり、責任が重くなったと思います。 

また、今まではロータリークラブに入っているということで、ステータスがありました。しかしながら、次世代または今の若い

方々はそうは感じていないと思います。ましてや、今回の変更で極端に言えば誰でも入れるようになったので、益々感じなく

なるのではないかと思われます。そういった中、会員拡大をしていく上で、今の若い方々は、ロータリーに入ったらどのような

魅力があるの、メリットはあるの、楽しいの、そういったことを求めてくると思います。そうした時に我々が自信を持って魅力を

語れるかどうかです。また、そのようなクラブになっているかどうかです。 

最後のほうに山中教授のスピーチが紹介されていますが、山中教授が一番大切にしている教えが、「VW（Vision ＆ 

Work hard）」という教えです。ビジョンを持つことが大事であると。丸岡ロータリーのビジョン、方向性を考え、みんなで考え、

楽しいクラブにしていきたいと思っています。 

最後に、米山記念奨学会のことを記載している、箕輪 光泰さんの「寄付の楽しみ、米山の魅力」のところを読ませていた

だきました。米山のことはたくさん目につき、寄付はまだ数えられるくらいしかしていませんが、よくわからないのが現状です。

新入会員が増えた今、米山記念奨学会のことをもっと教えていただける場を作ってほしいです。 （文責 奥村 雅徳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員の皆様には大変なお世話をいただきながら本日を迎えることができました。本当にありがとうござ
いました。 特別なことはできなかった老々の会長・幹事でありましたが、今振り返ってみますと、今年
は丸岡クラブの大きな節目、変革の年でありましたがよくぞここまでこれたという思いでいっぱいであり
ます。大きな節目、変革とは、その① 下村年度の大改革によって夜間例会、会費削減して新しい体
制を作り、その実施の年であったこと。 その② 昨年末から新しい会員が 10人も入会されたこと。新
しい風が吹いていることを感じながら 1年を過ごしました。一気に本クラブ全体に活力がみなぎってき
ました。増強委員会の高倉、三寺さんの熱心な勧誘、働きかけのお蔭でありますし、それにこたえて
加入していただいた 10名の皆さんありがとうございました。振り返ってみますと、私のこの 1年はこれら
新しい会員によって支えられてきたとの思いがあります。以上２点はひとえに会委員の皆さんの温か

い、積極的な気持ちが結集したお蔭であります。心から感謝申し上げます。 
次年度は山下丸のもとフレッシュな執行部で粋でダイナミックな会の運営が期待されます。今日は１年間のご苦労さんとより
も、丸岡クラブのますますの前途を祝う、発展の会になるようよろしくお願いします。  

例会日 会員数 出 席 届有欠 届無欠 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率 

6/22 ３６ ２８ ６ ２ ０ 77.78% 

会長挨拶     水﨑亮博会長                            ６月２９日（水） 

日  来簡分まで 

委員会報告                                        ６月２２日（水） 

 

日  来簡分まで 
★6/20 下半期分皆様の寄付金を送金いたしました。ありがとうございました。藤本ロータリー基金委員長★ 
ロータリー財団   
例会時寄付 （年次寄付・ポリオ）  ２５８，２００円 （新入会員入会時寄付含む） 

米山奨学会 
 例会時寄付 （通常寄付）      ２９０，０００円  

第 2回 2016-17理事会議事録   杉本政昭次年度幹事   6月 22日（水）19：40～20：45 

                        ６月８日（水） 

日  来簡分まで 

【審議事項】 
①7月例会プログラムについて 
 山下会長より７月例会プログラムを資料に基づき説明。
林田千之理事より会員増強、退会防止の活動方針発表
が抜けているとの指摘を受けて資料を修正。   ⇒承認 

②新年度会員懇親会について 
 山下会長より新役員懇親会の開催要綱等説明。山岸理
事より役員披露の意味合いについて説明あり,東角理事
より登録料 6.000 円は高いのではと意見が出て、審議の
上登録料 5.000円とする。予算も精査する旨説明⇒承認 

③出席免除会員の件について 
 山下会長より出席免除の申請書提出会員（南・山岸・藤
本）を発表                        ⇒承認 

④名誉会員の推薦について 
 山下会長より、今回は推薦を見合わせて４０周年に任命
の旨説明                         ⇒承認 

⑤例会場の運営・撤収について 
 山下会長より、例会場の設営・撤収作業を委託とし、予
算は運営費で支出する旨 説明          ⇒承認 

⑥誕生日・結婚記念日のプレゼント品について 
 山下会長より、ポッケットチーフを親睦活動費からの予算
でお配りする旨 説明                 ⇒承認 

 

⑦ネームプレート作成について 
 山下会長よりプラスティック製でのネームプレートの作成
を説明 予算は備品費として            ⇒承認 

【協議事項】 
①次年度事業計画・予算・日程について 
山下会長より、前年度決算が出た後７月中に決定する旨 
説明                           ⇒了解 

②定款・クラブ細則について 
 規定審議委員会に対し、ＲＩの定款細則変更に応じたク
ラブ定款細則の修正案の検討を依頼した旨説明⇒了解 

③クラブ協議会について 
 ロータリー情報委員会にクラブ協議会開催を要請の旨 
説明  林田恒正理事より場所の質問があり、城のまちコミ
ュニティーセンターまたは霞の郷を予定していることを説
明                          ⇒了解 

【報告事項】 
①地区・クラブのホームページについて 
地区・クラブのＨＰが改訂される旨説明      ⇒了解 

②事務局休業について 
６月２２日～６月２９日まで事務局休業の旨説明 ⇒了解 
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出 席 委 員 会 

参議院議員 滝波 宏文 様 

『電力自由化について ～「電力システム改革」の概要』 
①我が国のエネルギーをめぐる課題～エネルギーミックス 

②電力自由化の最近の状況 

③電力システム改革とその狙い 

本日は、滝波先生をお招きして電力自由化についての講演をいただきました。 

電力の自由化は、「発電の自由化」「電力小売りの自由」「送、配電の自由化」の３

つに分けられます。私たちへの影響が大きいのは、家庭向けの電力小売りの自由

化です。本年４月より小売り全面自由化となり、家庭や中小企業でも、生活スタイルにあった料金体系を選ぶ、地元事業者

の地産地消の再生可能エネルギーの電気を買うといったメニューの選択が制度上可能になり、また、電気と携帯、電気とガ

スのセット割引など様々な新サービスが誕生しつつあります。 

小売り全面自由化で解放される市場規模としては、これまで地域の電力会社が独占していた家庭等向けの８．１兆円の

電力市場と２．４兆円のガス市場が新規参入者にも開放され、既自由化部門の競争活性化も含め、電力１７兆円、ガス４兆

円の巨大な自由化市場が誕生。自由化によって、多様なサービスやイノベーションの創出が期待されています。 

多様な新料金プランでは、これまでに発表された様々な新料金プランを料金面

での特徴に着目して分類すると、 

①段階別料金（各電力会社等）→従来とは異なる従量料金体系を導入 

②セット割り（東京ガス、ソフトバンク等） 

→ガスや通信等とセットで販売し、割引を実施 

③時間帯別料金（各電力会社等）→時間帯に応じて、料金差を付ける 

④節電割引（北陸電力）→指定日時に節電すると、実績に応じ割引を実施の４つに分かれます。そして、様々な付帯サー

ビスが各社から提供されています。 

消費者向けサービス例として、 

①駆けつけサービス（水回り、鍵紛失などの暮らしサポート）②地元球団の応援メニュー 

（観戦チケットの抽選に参加可能・広島カープの勝敗や成績に応じて追加ポイント付与） 

ビジネス向けサービス例としては、 

①集客お手伝いセット   ②会計お手伝いセットなどがあります。    電力データを活用したサービス革新も進められ 

①屋内環境コンシェルジェ 電力データを分析することで、保守・修理サービスや更なる省エネ機能を提供。  

創・畜・省エネ機能器導入の有効性やリフォームの必要性を診断し、 

最適なソリューションを提案。 

②見守りサービス       冷蔵庫の開け閉めや、トイレ照明の点け消しでトラブルを検知・カメラ等で直接監視する 

必要性がなく、また高齢者が自ら操作する必要性がなく、保護しながら安心安全を提供。 

（参考）電力データに加え、天候情報や健康情報を用いることで、家電を快適に制御。 

例えば、猛暑が予定されている日に、エアコン等を自動制御することで、ご老人や子 

供の熱中症を予防等々 

以上、メリットがたくさんあるようですが、電力の自由化が進んでいる諸外国では、大停電や電気料金の値上がりという問題

に直面しています。電力会社が十分に電力を確保できず必要な電力を消費者に供給できなくなったことが大きな原因です。

ヨーロッパ各国での電気料金の上昇は発電に必要な燃料費の高騰や再生可能エネルギー買取コストの増大が大きな理由

です。電力の安定供給と電気料金の値下げを同時に進めるのは難しいことですが、日本は諸外国での事例や状況を踏ふ

まえて電力自由化に進んでいます。デメリットを克服するとともに、メリットをさらに享受できるようにしていくことが肝要です。 

電力はただ買う時代から、選ぶ時代になります。すでに１００社以上が小売り電気事業者の登録申請をしています。これか

らは、多様化するニーズに合ったプランがどんどん登場するようです。各家庭の状況に合わせ検討し契約することが求めら

れています。                                                       （文責 倉田 教信） 

 

                      

 

 

 
★2015-16年度 年間皆出席者★ 
 

 

 

 

例会日 会員数 出 席 届有欠 届無欠 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率 

6/29 ３６ ３０ ６ 0 0 83.33% 

【メーキャップ】6/24 福井西RC 下田会員 未定分 倉田会員 未定分 6/30 福井RC 林田數一会員7/6分 下田会員 未定分 

委員会報告                                        ６月２９日（水） 

 

日  来簡分まで 

下村 晴夫（５年連続） 

倉田 教信（５年連続） 

水崎 亮博（３年連続） 

柿木 満雄（５年連続） 

 

林田 千之   小見山 修 

林田 數一   下田 重道 

金  定基   奥村 雅徳 

林田 恒正   倉本 正一郎 

松井 寛 

 

卓話の時間   外部卓話                             ６月２９日（水） 

                                 ７月１５日（水） 
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★優秀委員会賞の発表★ 

≪最優秀委員会賞≫ 

      国際奉仕委員会 

 

 

 

 

 

≪優秀委員会賞≫ 

   

 

 

 

 

 

 

≪新人賞≫ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お疲れさん会                                      ６月２９日（水） 

                                 ７月１５日（水） 

水﨑会長 ご挨拶 

山下会長エレクトご発声にて 乾杯！！ 

ガバナー賞も受賞した 

すばらしい企画でした 

 
皆様のご協力の下、事業を成功

することができました。 

ありがとうございました。 

 

松井会員 

例会の皆勤出席で、毎回準備

の為に早く会場入りしていま

した。縁の下の力持ちです。 

ニコニコ箱委員会 

例会時で、多くのニコニコ箱の 

寄付金が集まりました。 

上屋敷会員 

とてもＩＴに強く、頼りにし

ています。 

出席委員会 

13 名の皆勤の会員でした。 

竹内会員 

米山奨学生のタオさんを

2 年間面倒みてもらいま

した。送り迎え等大変なご

苦労でした。 

また、LYRA 参加のあのよ

うな優秀な社員を育てる

社長さんでもあります。 

≪ＭＶＰ≫ 

≪特別賞≫ 

三寺会員 

一年間親睦活動を支

えてくれてありがと

うございました。 

丸岡ロータリークラブ 
会員数：３６名 例会場：丸岡城のまちコミュニティセンター  例会日：毎週水曜日 18時 30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 
クラブ広報委員会 委員長―北 勇一 会報委員会 委員長―奥村雅徳 副委員長―金 定基 

委員―倉田教信・杉本政昭・青池 進 


