
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年９月３日 発行 

平成２８年９月３日（土）    第1864回例会 
17：00   開会点鐘 

      ｿﾝｸﾞ斉唱（君が代・四つのテスト） 

会長の時間 

新会員入会式・幹事報告・委員会報告 

会員卓話 「ガバナー補佐を終えて」 

17：50  閉会点鐘 

18：00  情報集会 講演「ロータリーの魅力」 

          福井北ＲＣ会員 菅原淳輔氏 

19：00  炉辺会談 

＜16：30 小松屋にて 受付開始＞ 

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 上屋敷会員 

外部卓話  Vivace Consulting（ﾋﾞﾊﾞｰﾁｪｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ） 

代表 酒井恒了（さかいつねのり）様 

 

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９月１４日（水） 第1866回例会 
クラブ協議会 ガバナー補佐を招いて 

平成２８年９月２１日（水） 第1867回例会 
外部卓話 合同会計 竹沢 洋一 様 

平成２８年９月２８日（水） 第1868回例会 
ガバナー公式訪問 ＜三国ＲＣとの共同開催＞ 

 

9/11(日) 第2650地区RLIパートⅡ研修会   
金会長エレクト 出席予定  京都文教学園にて 

10/15(日) 2650地区ＩＭ 第５組 開催 
全 員 出席予定  いまだて芸術館にて 

 

お知らせ

今後の予定



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は早朝から就職模擬面接でしたが、設営した林田千之職業奉仕委員長、松井副委員長、そして委員の方々、参

加された会員の方々、初めての形式でしたが大変うまくいったのではないかと思います。本当にご苦労様でした。 

さて、今週は私も含めて確か4名の方が誕生日を迎えますので誕生日にちなんだ話をさせて頂きます。 

有名な論語の一説で孔子は 「吾 十五にして学に志し、三十にして立ち、四十にして惑わず 五十にして天命を

知る」と、ここまでは皆さんご存知方も多いと思いますが、孔子は紀元前５００年の人でありながら７３歳まで生

きていて、この後に「六十にして耳順い、七十にして心の欲する所に従いて矩（のり）を踰（こ）えず」と書かれ

ています。 

６０歳では耳にどんな話が聞こえても動揺したり腹が立つことはなくなり、７０歳になると自分がやりたいように

行動しても、道徳の規範から外れることはなくなった、と言っています。 

今の私の状態を考えてみると、「四十にして惑わず、五十にして天命を知る」ところまでも達していない気がしま

すができるだけ早くそういう心境に近づけるようにしなければならないなぁ、と思っています。 

次に、誕生日にちなんで、ロータリーのニコニコ箱がどのようにできたかをお話をします。 

昭和１０年に東京ロータリークラブの人達が、関東大震災の被災孤児達を当時オープンした多摩川園という遊園地

につれて行ってやろうということになったのですが、クラブの会員達はお金持なのですが、クラブ自体にはお金は

あまりなかったそうです。そこで、日本橋の羅紗問屋と村伝助商店の筆頭番頭であった関幸重という人が、ボール

箱をもって、『あなたの誕生日ですよ』とか『お嬢さんが結婚されたでしょう』とか色々なことを軽妙酒脱に面白

く話しながら、例会場を回りお金を集めたそうです。当時、大学卒の初任給が６０円くらいの時代に６００円の金

があつまったと言いますから、今でいうと２００万円くらい集めたということです。 

これがニコニコ箱の始まりで、日本にはありますが、世界中どこの国にもあると言うものではないとのことです。

また、この慣例に対して、大阪ロータリークラブでは、遅刻等の時に強制的に取り立てる「スマン箱」と言うのが

あったそうです。 

ニコニコ箱は、あくまでも、何か喜び事があったときに、会員達がそれを記念して集められる、いわゆる皆さんか

らの浄財ですので、このお金は事務局費や運営費に充てることはできず、クラブの奉仕事業に充当しなければなら

ないとなっていて、これは丸岡でもいつも守られています。今後もニコニコ箱への寄付をお願いします。 

幹 事 報 告 　幹　事　　杉　本　政　昭

来 簡 

≪ガバナー事務所より≫ 

①【米山奨学会より】  

米山梅吉記念館 館報 2016 秋号 ｖｏｌ28 

賛助会ご入会のお願い お一人年間３０００円（一口） 

秋季例祭ご案内 9/24 14：00～ 米山梅吉記念館ホール 

②バヌアツ台風・ネパール地震の災害義援金の御礼と報告 

 バヌアツ 1,632,250円  ネパール 3,800,864円 送金 

③2016年９月ロータリーレート 

１＄＝１０２円（ご参考：８月 102円） 

④第2650地区 2017－18年度「年間行事予定表」 

⑤【10月米山月間】奨学生派遣についてのお知らせ 

10/19  

⑥青少年交換学生 帰国報告文集 

≪他クラブより≫ 

①会報  福井北ＲＣ  

②活動報告書  大野ＲＣ 勝山ＲＣ  

ビジター受付のみ12：00～12：30 

福井RC 木 9/15 10/20,27 

福井東RC 月 9/5  10/3 

福井西RC 金 10/14 

福井南RC 火  

福井北RC 水 9/21 

福井あじさいRC 金 9/16 

武生府中RC 木 9/20,29 

敦賀西RC 木   

若狭RC 火  9/20  10/20 

                         

ビジター受付のみ18：00～18：30 

福井水仙RC 木 9/29 10/27 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火 9/27 

※ 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。 

 

会 長 の 時 間 　会　長　　山　下　健　治

ＩＭ時  尾木直樹氏講演会 一般聴講者募集のお知らせ 

日時：10/15 14：15～15：25 受付13：50   会場：いまだて芸術館      参加費無料 
募集数： 約１００名 
申込方法：氏名・住所・年齢・希望者数（２名まで）明記の上 往復はがきで下記に申し込み下さい。 

 〆切：９/１５   応募者多数の場合は厳正な抽選を行い、当落については、９月中に返信はがきで  
          ご連絡いたします。 
 問合せ先：武生ロータリークラブ 事務局 担当 長谷川 
      〒915-8522 越前市塚町101 武生商工会館２Ｆ 207号室 
        TEL 0778-23-5210   FAX 0778-25-2333   

≪その他≫ 

①「ＰＨＰ」誌のご案内とアポイントのお願い 
株式会社ＰＨＰ研究所より 

学校贈呈活動の輪を広げて欲しい！ 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就職模擬面接会 実施               福井県立坂井高等学校 

水） 

 

 

8/24（水） 
福井県立坂井高等学校にて、 
就職模擬面接会実施 
 

丸岡高校・城東分校 １６名 
坂井高校 １５９名 
       （欠席者含む） 

林田千之職業奉仕委員長より 

皆様、本日は、お忙しい中ご協力ありがとうございました。 

近年、１グループの中の学生・生徒を比較できるという事で、企

業の４割以上は、集団面接となってきています。時流に沿った模

擬面接会になったのではないかと自負しております。 

来年度への引継ぎ事項としては、１グループ当たりの時間を長く

するよう時間配分を検討するということでしょうか。 

また、生徒に気づいたことは、姿勢を良くするということです。

皆さんも御意見ありませんでしょうか？ 

前川会員より＜生徒へのアドバイス＞ 

①一度に関連する２～３種類の質問を

投げかけると、自分の考えをまとまり

なく回答する。自身の伝えたいことが

ぼやけてしまう傾向があった。特に一

問一答方式でない面接ではどうポイン

トをまとめて回答するのかの能力をつ

けて欲しい。 

②他人の意見を理解したうえで自分の

意見を提示できるコミュニケーション

能力そしてチャレンジ精神旺盛で責任

感が強い人材を採用企業が求めている

ことを理解したうえで、本番面接に望

んで欲しい。 

東角会員より＜生徒へのアドバイス＞ 

マニュアルに沿った就職面接の指導を学校側

がしているのか、生徒自身のよいものが出せ

ていない。自分のアピール点を具体性を持っ

て、自身の言葉で発言するとよい。 

竹吉坂井高等学校 校長より＜御礼のことば＞ 

本日はご多用のところ、またお暑い中を面接の指導をいただきまして、誠にありがとうござ

いました。 

生徒に感想を聞きましたところ、 

・日頃とは違う大変な緊張の中で、面接をすることができた。 

・とても緊張したけれども何とか答える事ができた。 

・日頃、教員が相手をする面接指導の中では、質問されなかったことも質問されたので、

大変ありがたかった。 

・集団面接は、初体験だったけれども、他の子の受け答えの様子を直に見る事ができて、

それが大変勉強になった。  と、述べていました。 

面接指導は始まったばかりで、不十分なところが多いのですが、面接官の方からは、もっと

自分の言葉で、自分の事をPRをしっかりできるように、とお言葉をいただきました。 

その他にお気づきの点ございましたらば、また何なりと言っていただけるとありがたいです。

９/１６の就職解禁日に向けて、今日頂いたご指摘を基にしっかり指導して参ります。 

坂井高校、丸岡高校共々、今後ともご支援をいただきますようよろしくお願い致します。 

参加会員２４名が７班に分かれて、 
５名～７名 ３グループ分を１班が担当し、模擬面接をしました。 

初の試み！ 
集団模擬面接会 



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―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 １２名 

山下会長 林田千之職業奉仕委員長、委員の皆さん 

本日は、御苦労様でした。 

杉本幹事 林田委員長本日は、ごくろう様です。 

林田千之 今日はお仕事の中、大変お世話になりま

した。 

下田   模擬面接ご苦労様でした。 

     今日から６７才です。 

奥村   本日の模擬面接には皆さん、ご苦労さま 

     でした。 

倉田   皆様、模擬面接会お疲れ様でした。 

水﨑   面接指導、無事、終りました。 

関係者の皆さんのご苦労に感謝します。 

竹内   就職模擬面接おつかれ様でした。 

松井   林田千之会員 就職模擬面接会 ごくろ

う様でした。 

 

委員会報告                      ８月２４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 

8/24 ３４ ２８ ６ ０ ０ 82.35% 

【メーキャップ】 8/30 福井南ＲＣ 林田數一 

          

 ◆寄付金の状況◆  ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 8月3日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 15,000円 218,000円 653,000円 

ロータリー財団 0円 105,000円 

米山記念奨学会 0円 109,000円 

 
道木  本日 模擬面接 ごご苦労様でした。 

上屋敷 模擬面接会お疲れ様でした。 

学生の真剣な姿に感動しました。 

笹埜  就職模擬面接 面接官役楽しくさせていただきました。 

日刊県民福井 掲載記事 

言行はこれに照らしてから 

１.真実かどうか  ２.みんなに公平か  ３.好意と友情を深めるか  ４.みんなのためになるかどうか 

福井新聞にも 

「就活高校生170人

模擬面接で自信」 

の記事が掲載され

ました。 

 


