
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年９月２８日 発行 

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 

15：00  開会点鐘 

       ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ斉唱（奉仕の理想） 

会長の時間 

幹事報告・委員会報告 

15：20  ガバナーアドレス  刀根荘兵衛ガバナー 

16：20   閉会点鐘 

16：30～17：30 丸岡RC 会長・幹事・役員懇談会 

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  

平成２８年１０月１９日（水）  第1871回例会 
米山奨学生卓話 CHEW, TZE ERN （ﾁｭｰ, ﾂﾞｳﾝ）さん 

マレーシア 女性 福井工業大学4 年 

（お世話クラブ： 福井西RC） 

平成２８年１０月２６日（水）  第1872回例会 
外部卓話    福井銀行丸岡支店 

支店長 渡辺史郎様 

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１０月５日（水）   第1869回例会 
祝事  ロータリーの友（１０月号）解説 金会員 

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」 

 
今後の予定



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週のお客様は、合同会計の竹沢祥一様です。後ほど「経営者の心構え」という演題でご講演を賜ります。私にと

っても頭の痛い話かもしれません。 

先週はゴルフ同好会の今年度初めてのコンペが開催されました。あいにくの雨でしたが、見事、山岸会員が久々の

優勝を遂げられました。おめでとうございます。ゴルフで毎年安定した成績を上げるためには第一に健康、第二に

経済的安定、そして第三に家族や会社の理解が必要だと考えています。ロータリーには皆勤賞の歌というのがあっ

て、同じように健康、会社の安定、家族の理解があってこそ、ロータリーの活動や毎週の例会に出られるのだから

感謝しなさいと言う歌です。ゴルフと同じと思いました。また、クラブ内での同好会活動は今年のガバナーも大変

推奨しています。ゴルフ以外にも丸岡には釣り、秘湯の会があったようですが、是非それ以外にも設立するよう皆

さん頑張ってみて下さい。 

さて、先日坂井青年会議所４５周年記念式典に参加させて頂きました。大変会員数が減っていて大変だと聞いてい

ましたが、手作り感もある大変立派な会でした。そこで聞いたのですが、ＪＣは過去の５年を振り返り、将来の５

年のビジョンを定めるために必ず５年ごとに周年事業を行っているとのことでとても感心した次第です。 

もうひとつ大事な話があります。今月行われた炉辺会談の結果を受け、例会開催曜日の変更に関するアンケートを

２３日に会員全員に発送します。その結果を集計、分析して、来月１０月５日に開催されるクラブ協議会でさらに

検討したいと考えています。皆さんのご協力お願い申し上げます。 

来週は、ガバナー公式訪問ですが、我がクラブが抱える問題を確認して頂き、情報共有して頂く意味でロータリ―

チェックリストを配布しています。是非読んでいただいたうえで出席頂くようお願いします。 

幹 事 報 告 　幹　事　　杉　本　政　昭

来 簡 

≪ガバナー事務所より≫ 
①ＲＬＩ パートⅢ 研修会のご案内 

11/27（日） 京都文教学園」にて 
②前期中途分担金お振込みのお願い 
③ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員会より 貴クラブ例会での卓話訪問のお願い 

≪他クラブより≫ 

なし 

≪その他≫ 

①丸岡城天守を国宝にする市民の会 

シンポジウム「評定でござる」への協力参加について 

 10/29（土）19：00～ 

②坂井青年会議所 ４５周年記念式典 ご臨席御礼 
③第４８回丸岡古城まつり パンフレット 

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 

 

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 

福井あじさいRC 金 10/14 12/16 

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。 

参加報告・修了証贈呈                  金会長エレクト 

９/１１（日） ＲＬＩパートⅡ 参加修了証 贈呈 

 暑い暑い京都でＲＬＩ（パート２）を受けてきました。 

参加者の殆どは会長エレクトで、８：４５ＡＭから４：４５ＰＭまでびっしりのスケジュールでした。 

６つのセクションを各１時間ずつ、ＤＬ（ディスカッションリーダー）を中心に、５～６人のグループで

ディスカッション形式で進めてゆくものでした。 

テーマは「会員を惹きつける」・「ロータリー財団」・「米山奨学金」などでした。 

会員数１５人のクラブもあれば２３０人のクラブもあり、話が噛み合わないような事もありましたが、 

良い勉強になりました。 

（ロータリー用語）      ガバナー演説 (Governor Address) / ガバナー・アドレス (Governor Address)  

ガバナー公式訪問のクラブ例会において、ガバナーがクラブ会員に対してロータリーに関する感銘深い、そして 

感動的な講演を行い、ロータリー活動の推進に資するものである。又、演説(アドレス)とも言われるもので、通常20分 

から30分程度の時間が充てられる。ＲＩの地区内唯一の役員の講演であるから権威ある内容である。   (用語便覧2008) 



『経営者の心構えについて』 

           税理士法人 合同経営会計事務所 税理士 竹沢 祥一様 

 

経営者に実践してほしいＰＤＣＡをご紹介する。 

Ｐ＝「PASSION（情熱）」やるからには自分

の思いを熱く語る。 

Ｄ＝「DIRECTION（方向性）」会社の目標

を、方向性を示す。 

Ｃ＝「COMMUNICATION（コミュニケー

ション）」人を動かすコミュニケーション。 

Ａ＝「ACTION（改善）」結果を出すために。 

方向性の中身とは、会社の理念、目標、戦略

であり、この三つを確立することで方向性がはっきりしてくる。コミュニケーシ

ョンの能力を高めるための条件は４つある。一つは情熱を持って話すということ。

二つ目は、その内容の重みはどうなのか、心に響かない話は聞かない。三つ目は話し方。相手と話をするとき、内容の

重みだけではわずか７％しか伝わらないと言われている。あとは話しぶりである。納得させるような話をしなければ心

を動かすことはできない。四つ目は人格、人間性を高めることである。 

以上のことから経営者のＰＤＣＡをまとめると、 

・コミュニケーションにより自分の思いを正しく社員に伝え、説得し納得させることにより人を動かすことができる。 

人は説得されると頭で理解する。納得は心でする。人は説得されても動かない。 

納得して初めて行動を起こす。 

・「百聞は一見にしかず。百見は一考にしかず。百考は一行にしかず」という。 

見たり聞いたり学んだりすることはもちろん必要、最後は決断と改善が伴わな

ければ何も変わらない。 

・経営者には厳しい結果責任が求められる。経営者は結果を出して初めて経営者

といえる。結果を出すためには迅速な行動力が必須となる。 

◆人は「やったこと」に対して後悔するよりも、「やらなかったこと」に対して後悔する方が多い。 

事業を成功させるためには、「やるかやらないか」それを自分自身で決めればいいだけのことである。 

◆リーダーに必要な即断即決、できなければ会社に迷惑がかかる。 

即断即決できない人の口癖は「情報が十分にそろっていない」「責任が重い」「もうちょっと考えさせて」「持ち帰って確認 

します」「とりあえず、こうしよう」 

◆会社の経営者が経営上最も慎むべき行為は「公私混同」。 

公私混同かどうかの基準は「部下が同じことをやっても許せるかどうか」。その基準で自分を律する。 

◆一流を目指すために必要なことは、自ら「必死になって仕事に取り組む姿勢」を示すことである。 

一流の経営者は、社員の皆がチームワークを保ちながらも社員同士が切磋琢磨して成長していく会社を目指す。 

◆最後に、仕事で集中力を高めるためには、「仕事以外の活動」「リフレッシュの時間」を持つこと、大切にすることである 

「自分と向き合う時間」を持つことで、心も体もクリアになり決断力が高まり、仕事がスムーズに進むようになるのである。 

 

＜感想＞伸びる会社、そうでない会社をいくつも見てきて、経営者の考え方や姿勢が大きく影響している実態、現実を生々し

くお話しいただいたように感じた。これまでを振り返り、一流の経営者を目指していきたい。 

（文責 前川 徹） 

 

 

外部卓話                      プログラム委員会 



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 

『丸岡城天守を国宝へ』 応援しましょう！  ④     

歴代丸岡城主一覧                            （坂井市丸岡観光協会公式サイトより） 

本多成重から丸岡藩となり、成重は初代丸岡藩主です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告                       ９月２１日（水） 

◆ロータリー財団◆   寄付者 １６名 
釣部 林田千之 下田 金 奥村 髙嶋 山下 
倉本 倉田 水﨑 柿木 杉本 松井 青池 
松田 笹埜 

◆米山奨学会◆     寄付者 １３名 
釣部 林田千之 下田 金 奥村 山下 倉本 
倉田 水﨑 杉本 松井 青池 笹埜 
 

◆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 

9/21 ３６ ２９ ５ ２ ０ 80.55% 

【メーキャップ】  

◆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２１日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 19,000円 316,000円 751,000円 

ロータリー財団 18,000円 157,000円 

米山記念奨学会 15,000円 160,000円 

 

釣部   合同会計竹沢先生 本日は卓話ありがとう 

ございます。 

下田   前回休みまして。お休みの日にジュディオング 

の木版画展に行って来ました。 

金    9/11 ＲＬＩに参加してきました。 

倉本   合同経営会計事務所 竹沢祥一様 本日は 

御苦労様です。 

倉田   竹沢様 卓話ありがとうございます。 

水﨑  竹沢様 卓話よろしくお願いします。 

柿木  竹沢祥一様 本日は卓話宜しくお願いします。 

    先日９月１７日長女が結婚しました。子供が二人 

が結婚し、親としてひと段落です。 

松井  外部卓話竹沢様よろしくお願いします。 

    土曜日のＲＣコンペ急遽欠席してすみませんでした。 

上屋敷 竹沢さん本日は卓話よろしくお願いします。 

松田  竹沢様本日はよろしくお願いします。 

笹埜  竹沢先生 本日卓話勉強させていただきます。 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 １１名 

山下会長 合同会計竹沢様 本日は卓話よろしく 

お願い致します。 

杉本幹事 竹沢様 本日は卓話宜しくお願い 

いたします。 

歴代 藩主 在位期間 

１代目 柴田 勝豊 

（かつとよ） 

天正4年～天正10年 

1576～1582 

２代目 

 

安井 家清 

（いえきょ） 

天正10年～天正11年 

1582～1583 

３代目 青山 宗勝 

（むねかつ） 

天正11年～天正15年 

1583～1587 

４代目 青山 忠元 

（ただもと） 

天正15年～慶長5年 

1587～1600 

５代目 

 

今村 盛次 

（もりつぐ） 

慶長5年～慶長17年 

1600～1612 

６代目 本多 成重 

（なりしげ） 

慶長18年～正保3年 

1613～1646 

７代目 本多 重能 

（しげよし） 

正保3年～慶安4年 

1646～1651 

８代目 本多 重昭 

（しげあき） 

慶安4年～延宝4年 

1651～1676 

９代目 本多 重益 

（しげます） 

延宝4年～元禄8年 

1676～1695 

１０代目 有馬 清純 

（きよずみ） 

元禄8年～元禄15年 

1695～1702 

 

歴代 藩主 在位期間 

１１代目 有馬 一準 

（かずのり） 

元禄16年～享保18年 

1703～1733 

１２代目 

 

有馬 孝純 

（たかずみ） 

享保18年～宝暦7年 

1733～1757 

１３代目 有馬 允純 

（ますずみ） 

宝暦7年～安永元年 

1757～1772 

１４代目 有馬 誉純 

（なずみ） 

安永元年～天保元年 

1772～1830 

１５代目 

 

有馬 徳純 

（のりずみ） 

天保元年～天保8年 

1830～1837 

１６代目 有馬 温純 

（はるずみ） 

天保8年～安政2年 

1837～1855 

１７代目 有馬 道純 

（みちずみ） 

安政2年～明治2年 

1855～1869 

 

「丸岡城天守を国宝にする市民の会」 

 


