
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年８月３日 発行 

平成２８年８月３日（水） 第1861回例会 
18：30  開会点鐘 

      ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ斉唱（君が代・四つのテスト） 

会長の時間 

ＩＭへの参加要請来訪（武生ＲＣ） 

幹事報告・祝事・委員会報告 

ロータリーの友(８月号)解説 下村会員 

新入会員卓話 笹埜 博会員 
「みなさんの知らない世界」 

19：30  閉会点鐘 

平成２８年８月１０日（水） 第1862回例会 
会員卓話  林田恒正会員 

「ガバナー補佐を経験して」 

  

 

福井県内クラブ例会日・開催場所　
火 曜 日

福井東・ｱｵｯｻ3FWel Aossa 福井南・繊協ﾋﾞﾙ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・福井ﾊﾟﾚｽﾎﾃﾙ
大　野・大野商工会館1F

福　井・ﾕｱｰｽﾞﾎﾃﾙﾌｸｲ
武生府中・農協会館３Ｆ

鯖　江・鯖江商工会館３Ｆ
三　国・三国観光ホテル

福井あじさい・ﾘﾊﾞｰｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ

福井西・ﾊﾞｰﾄﾞｸﾞﾘｰﾝﾎﾃﾙ

* 敦賀西・プラザ萬象

福井北・ｸﾞﾗﾝﾕｱｰｽﾞﾌｸｲ

** 丸　岡・城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

＝19:00開会　　＝18:30開会* **

月 曜 日 木 曜 日水 曜 日 金 曜 日

　

次回例会本日の例会

平成２８年８月１７日（水） お盆の為 休会 

平成２８年８月２４日（水） 第1863回例会 
就職模擬面接会 ＜時間・場所変更になります＞ 

平成２８年８月３１日（水） 第1864回例会 

→９月３日（土）＜開催日時・場所変更になります＞ 

平成２８年９月  ７日（水） 第1865回例会 
ロータリーの友(９月号)解説 外部卓話 予定 

8/6 (土) 財団セミナー 
山下会長 倉本ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長 出席予定 

8/7 (日) 第１回社会奉仕委員会 
三寺社会奉仕委員長 出席予定 

東角会員「災害時の活動を通じての社会奉仕」 講演予定 

 

お知らせ

今後の予定



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三国ＲＣ安田会長、斉藤幹事、本日はようこそお越しいただきました。 

丸岡は三国ＲＣと先週来られた山中ＲＣとは友好クラブ、そして長崎の島原南ＲＣと姉妹クラブを締結していま

す。姉妹クラブは５年ごとに更新しますが、昨年５月に丸岡で再締結しました。島原南ＲＣは南島原市を中心に活

動しており、丸岡とは有馬の殿様の繋がりで姉妹クラブとなっていますが、今年度は島原南ＲＣが３０周年を迎え、

来年５月１３日頃に記念式典を行なう予定と聞いておりますが、是非皆さんで伺いたいと思っております。 

さて、ネームプレートが出来上がりました。昨日もこれを付けて山中ＲＣに表敬訪問に行きましたら、「おぉカッ

コええな」と上々の評判でした。 

なぜこういうものを作ったと申しますと、私が所信でも述べた、丸岡のアイデンティティの確立ということになり

ます。最近では、２年前から福井銀行もロゴマークを変えて、「いつも、いつでも、いつまでも」とアピールして

いますが、これもコーポレート・アイデンティティと言って、企業の特性や独自性を統一されたイメージやデザイ

ン、わかりやすいメッセージで発信し、社会と共有することでその企業の存在価値を高めていく企業戦略のひとつ

です。 

ロータリーも数年前にロゴを変更してアイデンティティを確立しようとしていますが、今日は時間がありませんの

で、又詳しい話は次週以降にさせて頂きます。 

幹 事 報 告 　幹　事　　杉　本　政　昭

来 簡 

≪ガバナー事務所より≫ 

①ＲＬＩパートⅡ 研修会のご案内 
9/11 １9：45～16：20 
京都文教学園にて 

②【ロータリー日本財団】確定申告用寄付金領収書 
2015-16年度下期 送金分 領収書 

個人別です。  
③2015-16年度地区大会 記念誌送付 

4/2～3 開催  一人１冊ずつ 

≪他クラブより≫ 

①会報  三国ＲＣ  島原南ＲＣ 
②クラブの現況と活動計画要旨  島原南ＲＣ 

 ≪その他≫ 

①ほほえみ 第102号 ドゥアン・プラティープ財団 
 

 
 

ビジター受付のみ12：00～12：30 

福井RC 木 8/25 9/15 10/20,27 

福井西RC 金 8/26 

福井南RC 火 8/19,23,30 

福井北RC 水 8/10 

福井あじさいRC 金 8/12,26 

武生府中RC 木 8/25 

大野RC 水  8/3 

敦賀西RC 木  8/25 

                         

ビジター受付のみ18：00～18：30 

福井水仙RC 木 8/18,25 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火 8/11 

※ 地区内のクラブ間の例会行事等の連絡方法が変更にな
りました。  各クラブの例会情報は、 
２６５０地区のホームページの 
「クラブ情報」→「例会情報」でご確認ください。 

 

表敬訪問 山中ＲＣ                  ７月２７日（水） 

 

 

会 長 の 時 間 　会　長　　山　下　健　治

 

三国ＲＣ 表敬訪問 
会長 安田 一英様 （税理士） 
幹事 齊藤 重一様 （建築業） 

 

三国ＲＣ へは、７／２２（金） 
山下会長 杉本幹事 訪問 

 

出席報告                       ７月２７日（水） 

 

 

 

7/23（土） 第１回青少年奉仕担当者会議 
京都平安ホテルにて 
青少年奉仕グループ委員会報告 
新世代育成活動補助金について 
新世代のための会議主旨説明 
グループディスカッション 
 

発表内容  国際的視野を持ってもらおう！ 

方針：国際的視野を持つ高校生の育成 

内容：タイ国へのスタディツアーを開催するに当た
り、地元の高校生対象に募集をかけ選抜する。 
選抜した高校生と国際交流とは何か、国際的視野
を持つとはどういうことかを３～４回にわたり 
事前学習・ディスカッションを行う。また、事後研修
としてスタディツアーで学んだことが将来どう地域

に役立てる事が出来るかを話し合う。 
松井寛 青少年奉仕委員 出席 
 



「繊維製品取扱絵表示の変更及び影響」 

2016年4月6日 入会 

瀬野 友伸 会員（有限会社せのやネーム 代表取締役） 

今日は、RCの皆さんのためになる話は出来ないかと思い頭を悩ませましたが、そんな中で

皆さんが毎日身につけている、洋服の取扱表示方法に関する事なら、皆さんは自分で洗濯

する事はないと思いますが、少しは関係するし興味を持って貰えると思い、本日は「繊維

製品取扱絵表示の変更及び影響」について話したいと思います。 

その前にこう言う機会なので、まずは私が歩んだ道に付いてお話ししたいと思います。

私は昭和47年に丸岡町一本田に生まれました。我が家のルーツは、丸岡町石城戸でして我

が家は歴史が古くて昔は乾物屋をやっていたらしいです。その店名前である「せのや」を

付けて今は“せのやネーム”と言う副資材を作っている会社をやっております。 

私は、高椋小学校→丸岡中学校→高志高校→金沢大学と進んできました。大学では工学

部で土木建設を専門に学んでおりました。元々、物を造る事に興味がありましてその頃から、俺は将来地球になんの影響

をするのかなあと、いつも学んでいました。大学時代に富山の黒四ダム、アメリカのフーバーダムの 2 つを見て何時か、

観光名所のダムを造るんだと思い、ダム屋を目指すようになりました。その後、飛島建設に入りました。私は、自然を相

手にする工事が好きで、岩を削る山を削る工事に大変興味があり設計法など毎日勉強に励みました。 

 その後、色々思うことなどあり、家業を継ぐ事となりました。家業を継いで、しばらくして、三寺さんの共通の友人を

通して青年会議所に１０年間在籍していました。このロータリークラブについても三寺さんの紹介で入会し、良い経験や

出会いがあると思い入会しました。 

では、本日のテーマであります繊維の話をしたいと思います。皆さんが普段から身に付けている洋服には、洗濯絵表示

記号や繊維の種類・社名・連絡先や取扱の注意事項などタグに縫い付けられてます。これは、家庭用品品質表示法と言う

法律に法られてます。日本で売られている洋服には、この表

示が法律により義務付けられています。この洗濯表示には、

長い歴史が.あり１９７６年から表示が義務付られています

が、絵表示は日本独自の物であり海外からは、常々貿易の技

術的障壁であり、ＩＳＯ規格に整合する必要があると要請を

受けていました。今後、大きく変更される事となります。今

まで２２種類であった物が４１種類になり考え方も変わり、今までは“この方法で洗濯した方が良い”と言う物が、今後

は“これ以下で洗濯しないとこわれますよ”と言う考えに変わります。 

変更時期は、本年の１２月より店頭に並ぶ商品はすべて新し

い表示方法になります。一般の人達にとっても面倒な話で、現

行の記号は初めて目にする方も何となく取り扱い方が判るの

ですが、今後の絵表示は判りづらいので、認知度が広まるまで

は,皆さんは御苦労されるのではないでしょうか？ 

私は、表示方法の専門家でありますので、もし今後記号の意

味が知りたくなったり、判らない事がありましたら、また御一

報ください。 

＜感想＞ 

瀬野会員、新入会員卓話御苦労さまでした。 

ダム建設を夢みて仕事していた時は、辛い仕事の時も充実した

日々を過ごしていたんだろうなあと感じました。ダム建設から繊維関係に変わった時は一大決心したんだろうなあと

思いました。 

私くしも、せのやネーム（瀬野君）とは、同業者です。絵表示変更の話は色々な講習会等で聞いてまして、やはり、 

今後絵表示見て取扱う方々には判りづらい絵表示になるのでは無いかと私も感じています。 

                                     （文責 青池 進） 

新入会員卓話                      ７月２７日（水） 

               ７月６日（水） 開催 



に関する事なら、皆さんは自分で洗濯する事はないと思いますが、少しは関係するし興味を持

丸岡ロータリークラブ 
会員数：３４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―奥村雅徳 会報委員会 委員長―倉田教信 副委員長―道木宏昌 

委員―青池 進 前川 徹 瀬野友伸 笹埜 博 

     
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者 ２３名 
≪お客様≫ 

三国ＲＣ 

三国ＲＣ 会長 安田様   本日は、お世話になります。今年一年宜しくお願いします。 

三国ＲＣ 幹事 齊藤様   本日は、誠にありがとうございます。今後とも丸岡クブさんとは友好クラブとしてよろしくお願いします。 

 

 

委員会報告                       ７月２７日（水） 

               ７月６日（水） 開催 ◆出席状況◆  出席委員会 
例会日 会員数 出 席 届有欠 届無欠 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席率 

7/27 ３４ ２７ ６ １ ０ 79.41% 

【メーキャップ】 7/28 武生府中RC 下田 

◆寄付金の状況◆  ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 ７月27日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 44,000円 145,000円 580,000円 

ロータリー財団 22,000円 74,000円 

米山記念奨学会 21,000円 78,000円 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者 １８名 
釣部 林田千之 北 下田 金 髙嶋 山下 倉本 

倉田 水﨑 柿木 杉本 竹内 松井 青池 松田 

上屋敷 笹埜  

 

◆米山奨学会◆     寄付者 １７名 
釣部 林田千之 北 下田 金 髙嶋 山下 倉本 

倉田 水﨑 柿木 杉本 竹内 松井 青池 上屋敷 

笹埜  

 

倉本   本日は三国ロータリークラブ安田会長様・齊藤幹事様ようこ

そ丸岡ロータリークラブへ。ご苦労様です。瀬野会員卓話 

     ありがとうございます。 

倉田   三国RC会長安田一英様 幹事斎藤重一様お世話に 

なります。今年も宜しくお願いします。 

水﨑   三国クラブ 安田会長 齊藤幹事様ようこそ。本年もよろし

くお願いします。 

柿木   瀬野さん 本日は卓話よろしくお願いします。 

竹内   瀬野会員 本日の卓話よろしくお願いします。 

松井   瀬野会員 本日の卓話よろしくお願いします。 

青池   瀬野会員 卓話御苦労様です。期待しています。 

松田   三国RC安田会長齊藤幹事ようこそお越しくださいました。 

瀬野会員 今日はよろしくお願いいたします。 

上屋敷  瀬野会員 卓話よろしくお願いします。 

瀬野   新入会員 卓話よろしくお願いします。 

笹埜   瀬野会員 卓話ガンバッテ下さい。 

 

山下会長 三国RC 安田会長 齊藤幹事ようこそお越し頂きました。

瀬野さん 例会卓話頑張ってください。 

杉本幹事 三国 RC 会長安田様 幹事斎藤様 表敬訪問ごくろう様で

す。 

釣部   瀬野会員 卓話ご苦労様です。 

林田千之 三国RC会長幹事さん本年もよろしく。 

瀬野会員 卓話期待しています。 

小見山  ＲＩ Ｄｉｓ2610 三国ＲＣ 安田会長 齊藤幹事さんを 

     お迎えし、本年もいどうぞよろしくお願い申しあげます。 

下田   三国ﾛｰﾀﾘ ｸーﾗﾌﾞ会長幹事様ようこそ。 

今年もよろしくお願いします。 

藤本   三国ＲＣ 会長幹事今年もよろしく。 

金    本年度初の「友紹介」です。よろしくお願い致します。 

申し訳ありませんが、都合により早退させていただきます。 

奥村   三国RC 安田会長 齊藤幹事ようこそ。 

また、瀬野会員 卓話ガンバレ。 

ロータリーの友（７月号）解説              ７月２７日（水） 

               ７月６日（水） 開催 
金 雑誌・広報・ＩＴ委員長 

ｐ７： ＲＩ会長メッセージ  世界で最後のポリオ症例が確認された年になるかもしれない。 

    今後さらに「人類に奉仕するロータリー」を実現するために、新たなパートナーシップを探し、

門戸を開いて他の団体と連携関係を結ぶ必要がある。 

ｐ８： ＣＨＡＭＰＩＯＮ of ＣＨＡＴＴＡＮＯＯＧＡ   伝説的な募金の達人。「ロータリー２億

ドルチャレンジ」を指揮した。 

    リーダーシップの３要素、「常に紳士的」・「誰にでも親身」・「何でも達成する」の典型的な人。 

    ロータリーをもっとビジネスライクに運営する事が課題と考えている。 

ｐ１７：人類に奉仕するロータリー    ロータリー全体の発展を望むなら全員が同じ方向に    

進まなければならない。クラブ・地区・ＲＩのレベルにおけるリーダーシップの継続は、ロー

タリーを繁栄させ、可能性を最大限に発揮する唯一の方法だ。…。 

    単にロータリアンの数を増やすことではなく、…、 

    将来にロータリーのリーダーとなれるロータリアンを増やすことが必要だ。 

ｐ３３：ガバナー紹介 刀根荘兵衛ガバナー（敦賀ＲＣ） 

ｐ⑨：友愛の広場   野口英世博士の縁   アクラサウスＲＣの「福引」と「ニコニコ」 

ｐ⑰：卓話の和泉   認知症は怖くない 

ｐ⑱：歌壇      抽出は幾つもあると思いしが喜寿を過ぎると空が増えたり 館林RC新井 進 

               

 


