
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年９月２１日 発行 

平成２８年９月２１日（水）    第1867回例会 
18：30  開会点鐘 

     ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ斉唱（我らの生業） 

会長の時間 

幹事報告・委員会報告 

外部卓話 「経営者の心構え」  

税理士法人 合同経営会計事務所 

税理士 竹沢 祥一 様 

19：30  閉会点鐘 

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

　

平成２８年１０月５日（水） 第1869回例会 
・ロータリーの友（１０月号）解説 ・クラブ協議会  

「出席向上に向けての例会開催曜日時間変更について」 

平成２８年１０月１２日（水）第1870回例会 

⇒ 平成２８年１０月１５日（土）ＩＭ ５組 

    振替になります。１０月１２日は休会です  

10/16(日)ウイングカップソフトホール大会開催 

9：00～あわら市国影グラウンド 

10/29(土)地域別職業奉仕担当者会議（福井） 

林田千之委員長 松井委員 出席予定 

11/19(土)福井県下ＲＣ 会長幹事会開催 

 

 

お知らせ

本日の例会 次回例会

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＞ 

  高椋コミュニティセンター ２０３号室・大会議室 

13：30～14：30 三国RC 会長・幹事・役員懇談会 

14：35～14：45 写真撮影 

15：00～16：20 三国RC・丸岡RC合同例会 

16：30～17：30 丸岡RC 会長・幹事・役員懇談会 

  理事役員は13：00、会員は14：30までに集合   

 
今後の予定



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２週後に開催されるガバナー公式訪問の前にガバナー補佐を迎えてクラブ協議会を開催することとなっており、本

日は木村昌弘さんにお越し頂いております。今年から地区ではクラブ活動報告以外に、「クラブチェックリスト」

の提出を求められており皆さんにも配布しました。本日のクラブ協議会は木村ガバナー補佐よりこの資料を基にご

指導賜りたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

この会場入口に尾木ママのポスターが貼ってあるのを見つけ、来月ＩＭでの尾木ママの基調講演の案内かと思った

ら、坂井市制10周年で9月26日に春江で講演するようです。できれば2回とも聞いてみるのも面白いと思い

ます。是非ＩＭにもご出席お願いします。 

さて、ガバナー公式訪問に際し、地区について調べてみたところ、世界168か国に地区は530あって、同じ数

のガバナーがおり、昨年サンジエゴで行われたＲＩのガバナー会議には、当地区の刀根ガバナーも含め世界中より

ガバナーが集まったということです。ちなみに私たちは2650地区ですが、世界には1010地区から9980地

区まであって、日本にはそのうち2500地区から2740地区までの34地区があるということです。一方、世

界530の地区には3万2千のクラブがあって、同じ数だけの会長もいるはずですので、世界中には今年3万2

千人もの会長がいるわけで、会長と言ってもそれほど大したものじゃないと感じたわけです。ガバナー公式訪問の

時の例会は開催時間、場所が変更しますのでご注意ください。 

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 修了証 

9/11（日） 受講した 金会長エレクトあて 

②2016-17 年度地区補助金 お振り込みのお知らせ 

【振込金額】 284,736 円 (Ⅰ＄＝102円 換算) 

【内訳】 285,600 円 －864 円（補助金承認額 － 振込手数料） 

≪他クラブより≫ 

①活動報告書  三国ＲＣ 

≪その他≫ 

①第48回丸岡古城まつり五万石パレードへの参加について 

 10/9（日）12：20～ 
 

会 長 の 時 間 　会　長　　山　下　健　治

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 

 

ビジター受付のみ12：00～12：30 

福井RC 木 10/6,20,27 

福井東RC 月 10/3 

福井西RC 金 10/14 

福井南RC 火 10/18,25 11/15,22 

福井北RC 水 9/21 

三国RC 金 9/30 10/7 

武生府中RC 木 9/29 10/6 

武生RC 火 10/18 

敦賀西RC 木 9/29 10/13,27 

若狭RC 火  10/20 

※ 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。 

坂井ＪＣ４５周年記念式典 出席                山下会長 

去る9月18日、ハートピア春江にて一般社団法人坂井青年会議所創立 45周年記念式典にご招待を

受け出席して参りました。式典では石塚福井県副知事、坂本坂井市長、山本衆議院議員、滝波参議

院議員他県会・市会議員をはじめ他のロムのメンバー、当クラブ会員を多く含むＯＢなど総勢約２

００名が出席し華やかな中にも厳かに執り行われました。 

ＯＢ会会長挨拶では釣部会員が創立当時の話を交え祝辞を述べ、式典に花を添えられました。その

後記念講演、祝宴が行われましたが、大変少ない現役メンバーにもかかわらず、祝宴はハートピア

春江のホワイエをうまく利用し、内容も手作り感あふれる立派な祝宴であったことや、ＪＣでは５

年ごとに過去を振り返り、５年後のビジョンを見つめなおすために、必ず５年ごとに周年事業が行

われていることに大変感銘を受けました。 

新聞記事紹介                  林田千之職業奉仕委員長 

新聞記事紹介  

産経新聞 「父の教え」のコーナーに メーカーズシャツ鎌倉会長 貞末良雄さんの  

『誠実に売る商人魂』のインタビュー記事が掲載されていましたので、ご紹介します。 

職業人として、「斯くありたい」と強く思いました。 会報にコピーを挟みましたので、どうぞお読

みください。 



『ガバナー公式訪問について』 

ガバナー補佐  木村 昌弘 様（三国ＲＣ） 

①ガバナー補佐挨拶 

山下会長の司会で始まり、まず本日のお客様のガバナー補佐木村昌弘様より 

「本日はクラブ協議会にお招きいただきましてありがとうございます。７月よりガバ

ナー補佐に林田恒正様の後任ということで就任しました。 

本年度から合同での公式訪問となっていまして、準備など大変かとは思いますが宜し
くお願いします。 

また、規定審議会での規約が改正されておりますが、時代の変化、環境の変化に伴い例会の様式なども変わってきてお
り、規約改正もいたしかたない事でございます。しかし、ロータリーの基本理念、本質的なものは何も変わらないもの
です。将来のロータリースタイルを見据えての規約改正だと思っております。そういう点では丸岡 RC は時代の変化、
環境の変化に対応して例会の様式を変えており、この流れを先取りしているのではないかと思っています。」と挨拶をい
ただきました。 

②山下会長より説明 会員数・平均年齢・会員増強について 

クラブチェックリストに従いながらクラブ協議会を進める旨の説明がありました。 

丸岡RCの会員数、平均年齢などの解説、会員増強・拡大・退会防止について説明しました。 

会員増強・退会防止については、木村ガバナー補佐から、 

「この問題はRCの大小にかかわらず抱えている問題です。大きいクラブはブ
ランド力によって人が集まりやすい、また小さいクラブは合併を考えるなどい

ろいろ苦労されているようですが、良い手立てはあまりない様で、各クラブの
自主性が重要となってくるのではないかと思います。」 

と発言されました。 

③山下会長より説明 規程関係・ロータリー情報。研修関係について 

クラブチェックリストに沿って規定関係、ロータリー情報、研修関係と説明・解説を進めていきました。 

また、本年度のガバナー月紙について昨年までとは違って大変すばらしい月紙となっている旨の会長個人としての感想
を述べました。 

④山下会長より質問  

さらに、ガバナー公式訪問において今まで通りの各委員長に活動方針を発表してもらって、それに対しガバナーがアド
バイスを下さるという形式を取るべきなのでしょうか？という質問を木村ガバナー補佐にし、内容的にはそのような型

になりますと返答されました。 

⑤山下会長より説明 米山記念奨学会 地区への要望 

その中で、地区委員のスキルアップを要望として述べました。 

⑥ガバナー補佐より 

最後に木村ガバナー補佐が、「ガバナー月紙については１年間続けると思います。クラブチェックリストについては意見
が的確に指摘されて、また、きっちりと書いてあり地区として参考になります。丸岡 RC は大変熱心に取り組んでおら
れ素晴らしいと思います。」と述べられクラブ協議会を締めくくられました。    （文責  幹事 杉本 政昭） 

『クラブ協議会とは』 
クラブ協議会は、クラブのプログラムと活動もしくは会員教育について協議するために開かれる、クラブ役員、理事、委員
会委員長を含む全クラブ会員の会合である。クラブの全会員の出席が要請される。 

クラブ会長、もしくは指定されたほかの役員が、クラブ協議会の議長を務める。 

クラブ協議会は、ガバナーまたはガバナー補佐の訪問時や、ほかの適切な時に数回開かれる。 

クラブは、地区全域のプログラムと活動に関する報告が受けられるように、地区研修・協議会と地区大会の直後にクラブ協

議会を開催するよう奨励されている。 

『ガバナー公式訪問とは』 
ガバナーの公式訪問は、ガバナー自身が地区内の各ＲＣを以下のような目的をもって訪問するものと定義されている。 

・重要なロータリーの問題に主眼を置き関心をもたせる 

・弱体あるいは問題のあるクラブに特別な関心を払う 

・ロータリアンに意欲を起こさせ奉仕活動に参加させる 

・地区内におけるロータリアン個人の卓越した業績を表彰する 

ガバナーの公式訪問は、加盟認証状伝達式、入会式、新会員のオリエンテーション・プログラム、表彰式、特別プログラム、
ロータリー財団行事あるいは都市連合会など、ガバナー出席の効果が最も上がるような時に行うものとする。 

多クラブ合同、あるいは都市連合会会合においては、ホスト・クラブのみに限らず、全参加クラブを挙げての出席を強調す
べきである。 

クラブ協議会                        会長・幹事 



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 

『丸岡城天守を国宝へ』 応援しましょう！  ③     

丸岡城展望について（城内）                      （坂井市丸岡観光協会公式サイトより） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        「丸岡城天守を国宝にする市民の会」 

ロゴマークが本日9/21 福井新聞で 

発表されました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告                       ９月１４日（水） 

◆ニコニコ箱◆     寄付者 １１名 

三国ＲＣ ガバナー補佐 木村昌弘様 

     2016-17年度 山下会長 杉本幹事の 

もと、会員の皆様の躍動する丸岡ロータ 

リークラブの運営と活動における大き 

な成果に期待いたします。 
 

◆ロータリー財団◆   寄付者  ９名 

林田千之 北 藤本 山下 倉本 水﨑 
杉本 松井 青池 

◆米山奨学会◆     寄付者 １０名 

林田千之 北 藤本 髙嶋 山下 倉本 水﨑 
杉本 松井 青池 
 

◆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 

9/14 ３６ ２５ ８ １ ２ 75.00% 

【メーキャップ】 9/15 福井ＲＣ 水﨑 9/28分 

◆寄付金の状況◆  ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 ９月１４日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 17,000円 297,000円 732,000円 

ロータリー財団 10,000円 139,000円 

米山記念奨学会 11,000円 145,000円 

 

山下会長 木村ガバナー補佐 本日はようこそ丸岡にお越 

し頂きありがとうございます。 

御指導の程よろしくお願い致します。 

杉本幹事 ガバナー補佐の三国ＲＣ木村昌弘様 本日は宜

しくお願いいたします。 

林田千之 木村ガバナー補佐を迎えて。ご苦労様です。 

藤本   木村ガバナー補佐 本日はご苦労様です。 

     ありがとうございます。 
 

奥村   ガバナー補佐 木村昌弘様  

本日はご苦労さまです。 

髙嶋   木村ガバナー補佐 

 本日はありがとうございます。 

林田恒正 木村ガバナー補佐 

 ようこそ！アッセンブリーよろしく。 

倉本   ガバナー補佐木村様 本日は御苦労様です。 

水﨑   ガバナー補佐木村様 御苦労様です。 

松井   本日施設の祭りが無事終わり、ホッと 

ひといき。利用者７５名の方々は楽しく過ごし 

てもらいました。 

石落とし 
天守閣の一階には石落とし 

という狭間があり、石垣を 

登ってくる外敵に向かって、 

石を投げ落としたり、弓や 

鉄砲を撃ったりする時に 

用いました。 

急な階段 
丸岡城特有の急な階段には 

ロープが備え付けられて 
います。 

天井の間 
天守の最高階の天井の間に 

は四方に窓があり、窓からの 
展望はまさに殿様気分です。 

天守閣からの展望 
天守の最高階は、回廊付の望 

楼。本丸から約１８ｍ、城山 

のふもとからだと約３５ｍ 

の高さ。四方の壁に大きな窓 

が穿たれ東西南北の景観を 

見渡すことができ、特に西方 

は日本海、三国の海岸まで見 

渡せます。 


