
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年１０月１９日 発行 

平成２８年１０月１９日（水）    第1871回例会 

18：30  開会点鐘 

     ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ斉唱（それでこそロータリー） 

会長の時間 

入会式（竹澤俊彦会員） 

幹事報告・委員会報告 

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） 

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１１月 ２日（水）  第1873回例会 
祝事 ロータリーの友解説（１１月号） 

外部卓話    福井県議会議員 井ノ部 航太様 

平成２８年１１月 ９日（水）  第1874回例会 
クラブフォーラム  ロータリー情報委員会担当 

平成２８年１１月１６日（水）  第1875回例会 
山中RCとの合同例会 

外部卓話    北陸財務局 福井財務事務所 

所長 木内 清（きのうちきよし）様 

平成２８年１１月２３日（水）  祝日の為休会 

   

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 

       山下会長・杉本幹事 出席予定 

 

お知らせ

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 

 
今後の予定

本日の例会 次回例会



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日はうれしいことが2つあります。一つ目は、会員増強委員会のご尽力で２名の入会希望者が発表されました。

一人は元会員でした竹澤さんの息子さんで釣部会員、林田千之会員の推薦です。もうお一人は、道木会員がＪＣの

理事長の時の専務理事を務められた、関山さんという方で、道木会員と見寺会員の推薦です。もう一つうれしいこ

とは、今日の会報のガバナー公式訪問の記事の中の会員の感想という欄です。ロ―タリークラブに入会させていた

だき大変うれしく思えたという笹埜会員の感想です。私もうれしくなりました。 

さて、今月は米山月間で、ガバナー月信にも米山梅吉翁の生涯が寄稿されています。明治20年当時警察官の給料

が８円だった当時にアメリカへの旅費は100円だったそうで、そういう時代に米山さんは８年間アメリカに留学

されたそうで、日本に帰ってから、ロータリ―では一人先頭に立って奉仕の精神を説いて、陰では自宅が売り飛ば

されるほどになるまで留学生へ支援していたそうですが、関東大震災で海外から見舞金が３億円も届いたことで、

米山さんの奉仕の精神が見直され、東京ＲＣから米山奨学金が始まったということです。昨年は日本全国で15億

7,700万円、一人平均17,779円が募金され、海外からの留学生720名に奨学金が支給されているとのことで

す。一方、現在日本国内の学生の貧困や奨学金の返済ができずに困っている若者の問題も大きく、先般、ガバナー

に対し海外からの留学生だけではなく、このような国内の苦学生にも何か支援ができないか考えて頂くようお願い

をしたところです。今日は、会報の中に先般の例会開催曜日のアンケート結果が入っています。この後クラブ協議

会を開催し、この結果を基にして皆さんの意見が概ねまとまれば、その後の理事会で審議したいと思っていますの

でよろしくお願いします。 

 
幹 事 報 告 　幹　事　　杉　本　政　昭

来 簡 

≪ガバナー事務所より≫ 

①【米山】2017学年度奨学生の世話クラブ引受についての 
アンケートのお願い 

②第29回全国ローターアクト研修会のご案内 
2017 年4 月15 日（土）～16 日（日） 2 日間 
研修会場所：ハイアット・リージェンシー・グアム 
懇親会場所：Jimmy Dee’s Beach Bar 

③2016-17年度 アトランタ国際大会説明会のご案内 
日時 11 月20 日（日）13：30～15：00 （受付13：00～） 
場所 メルパルク京都 ５Ｆ会議室 
欠席でも１クラブ２千円登録料支払い 

④2017年度決議審議会への決議案提出のご案内 
  ⑤国際ﾛｰﾀﾘｰ第３ｿﾞｰﾝＲＩ理事指名委員会の結果ご報告 

結果内容  2018‐20 年度ＲＩ理事指名 
        三木 明 氏 （姫路ロータリークラブ会員） 
        国際ﾛｰﾀﾘｰ第2680 地区2007～8 年度ガバナー 

  ≪他クラブより≫ 

①活動報告書 武生府中RC  武生ＲＣ 
②会報    武生ＲＣ       島原南ＲＣ 

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 10/27 

 

ビジター受付のみ12：00～12：30 

福井RC 木 10/20,27 

福井西RC 金 11/25 12/16 

福井南RC 火 10/25 11/15,22 

福井あじさいRC 金 12/16 

敦賀西RC 木 10/27 

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。 

≪その他≫ 

①丸岡城天守を国宝にする市民の会 活動報告評定 
評定でござる開催について 
日時 10 月29 日（土）19：00～21：00 
場所 高椋コミュニティセンター３Ｆ 
５名程度の参加要請 

第６回理事会 議事録              １０月５日（水）開催 

【審議事項】    
①１１月例会プログラムについて              ⇒承認 

山下会長より１１月例会プログラムを資料に基づき説明。 
２日卓話者詳細の確認・９日予定のクラブ協議会から 
ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会担当でクラブフォーラムへの変更で了承 

②クラブ協議会の結果を受けて（例会開催日変更について）⇒承認 
山下会長より理事会前のクラブ協議会での結果を説明 
来年１月より例会日を月曜日１９時～２０時に変更 
会費現状のままで月１回は食事付き例会にすることで了承 

③新入会員について                   ⇒承認 
三寺理事より入会希望者西出君の詳細を説明入会申込書を提出 
いただくことで了承 

④山中RC合同例会・懇親会について                     ⇒承認 
杉本幹事より山中RC合同例会・懇親会を例会場所はいつも通り 
懇親会は料亭おおもりで行う旨 説明 

⑤街頭献血について                     ⇒承認 
三寺理事より街頭献血について資料に基づき説明。 
たくさんの人が集まるように努力する旨説明。 

 

      

⑥その他                          ⇒承認 
クールビズ期間終了となったがロータリアンらしい 
服装で出席ということで了承 。 

【協議事項】 
①地区ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員会より例会での卓話訪問について⇒了解 
関係委員会で話し合うことで了承。 

    
日  時 内  容 

11/ 2（水） 
祝事  ロータリーの友(１１月号)解説 下村会員 

外部卓話 福井県議会議員 井ノ部 航太様 

11/ 9（水） クラブフォーラム 

11/16（水） 
山中RC 合同例会  

外部卓話 福井財務事務所 所長 木内 清様 

11/30（水） 
外部卓話 株式会社 ぼんた 代表取締役社長 

齋藤 敏幸様 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回のクラブ協議会は『例会開催曜日に関するアンケート』についての討論です。会員３６名中３４名の回答でした。

まず山下会長から各項目に対する分析が話
されました。その後、質疑応答があり金会員、
水﨑会員、林田千会員、柿木会員、釣部会員、
南会員から建設的な意見があり活発に話し
合われました。開催曜日に関連し概ね例会の
出席に関するもの、時間、食事の有無、会費、
会員増強などの話題が中心となりました。 

金会員   曜日に関してのアンケートだけではなく時間の検討も必要だと思います。 

      食事があったときは会員同士の打ち解けた会話があったように思います。 

水﨑会員  会の運営上からも会長を引き受ける方の都合に合わせ曜日、時間を決定すべきものと思います。 

柿木会員  食事の時間を別にとるとなると拘束時間も長くなるので、食事をとりながら一時間で例会を終わらせる
ことを考えてはどうかと思います。 

林田千会員 以前は食事をとりながら報告を聞く事が基本でした。現状でもプログラムを工夫することにより食事
をする時間は十分あると思います。  

釣部会員  食事が必要かどうかを検討するのであれば、若い方への入会勧誘促進を図ることを考慮し会費を減額
した面もあり、再度会費の増減を検討すべきではないかと思います。 

南会員   会費を減額するための一手段として食事を無くした経緯もあり個人的には食事は必要ないと思います。 

時間についても１８時半からにこだわる必要はなく１９時からでも２０時には終わるので決して遅い

時間ではないと思います。 

以上 いろんな意見が出ました。この結果をもとに役員会で例会開催曜日、時間などを検討し来年１月から新たなスタート
としたいと山下会長が締めくくりました。                        （文責 倉田 教信） 

 

 

１０月５日に開催されたクラブ協議会の結果を踏まえ、同日開催された理事会において、当クラブの例会は、平成２９年１月

から毎週月曜日、午後７時開会とすることが全会一致で可決承認されました。 

会員各位におかれましては、今から公私のスケジュールを調整・準備いただき、月曜日午後７時からの貴重な１時間を捻出し、 

「月曜７時はロータリーの例会」と体内時計に刷り込んでいただき、今後、長く定着するようご協力のほど、よろしくお願

いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ協議会  出席向上に向けての例会開日時間変更について 

ロータリーの友（１０月号）解説       金 雑誌・広報・ＩＴ委員長 

ｐ３  ＲＩ会長メッセージ 「最後の闘い」 
１０/２５の日本時間午前８時に、アメリカ疾病対策センター（ＣＤＣ）よりライブ配信される 
世界の最新動向をご覧ください。 

ｐ７  写真で振り返る日本のオリンピックとロータリー 
    東京オリンピック：国立競技場の聖火台の台座の大理石にロータリーの徽章が彫られています。 
    札幌オリンピック：聖火台は全国のロータリアンの寄付で建設されました。 
            「虹と雪のバラード」は札幌西ＲＣの会員が作詞しました。 
ｐ１４ Ｅｎｄ Ｐｏｌｉｏ Ｎｏｗ （パキスタンでポリオと闘う） 
     アフガニスタンとの国境、ＦＡＴＡとＫＩ州合わせてパキスタン人口の１４％、 
     ここでパキスタンのポリオの８０％が発症しています。 
ｐ２２ 第４５回ロータリー研究会ご出席のお願い 11/28（月）～12/1（木） 名古屋で開催されます。 
ｐ７３ 自分自身に誇りを持って相手を理解する  ＮＰＯ法人ロシナンテス理事長 河原 尚行 
ｐ６４ 友愛の広場      「広島でのオバマ大統領の演説とロータリアン」 
               「高齢会員のビヘイビアー」・「ロータリーの変化」 

「ロータリーらしさとは」 

例会開催曜日・開催時間の変更について 　会　長　　山　下　健　治

赤ちゃんだっこ体験学習への協賛事業 
9/29～30 丸岡南中学校において実施。丸岡ＲＣより、マット代

他 ９４，２８４円 協賛いたしました。 

プミポン タイ国王の死去（10/13）に当たり、以下の弔辞
の意をタクワパーRC、バーンタナチャイ財団、プラティー
プ財団に送付しました。10/13付 
 ⇒ プラティープ財団から 返書受信  10/14 文書10/17 付 
 ⇒ タクアパーRC から   返書受信  10/15 付 

 プミポン国王が、お亡くなりになりましたこと心よりお悔や
み申し上げます。国の父として偉大な方を亡くされご心痛い
かばかりかと思います。いつもお世話になっている皆様と共
に哀悼の意を示したいと思います。  
丸岡ロータリークラブ 会長       山下 健治 

国際奉仕委員長  杉本 政昭 
青少年奉仕委員長 東角 操 

報告 

11/16～18 丸岡中学校でも実施します。 

事業報告    東角青少年奉仕委員長 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月度 

 祝事 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告                       １０月５日（水） 

◆ロータリー財団◆   寄付者 １３名 
中島 釣部 北 下田 金 奥村 林田恒正 
山下 倉本 杉本 松井 笹埜 川上 

◆米山奨学会◆     寄付者 １４名 
中島 釣部 北 下田 金 奥村 林田恒正 
山下 倉本 杉本 松井 青池 笹埜 川上 

◆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 

10/5 ３６ ２１ ８ ２ １ 72.22% 

10/15 ３６ ２０ １３ ０ ３ 63.89% 

【メーキャップ】   

10/6  福井RC   金  10/15分     10/7 三国RC 奥村 10/19分 

10/14 福井西RC 倉田 10/15分  下村 10/5分  林田數一 未定分 

10/14 福井あじさいRC 倉田 未定分    10/18 福井南RC  下村 10/15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 

 10月5日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 17,000円 404,000円 839,000円 

ロータリー財団 17,000円 191,000円 

米山記念奨学会 18,000円 192,000円 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 １１名 

山下会長 金さんロータリーの友解説御苦労様です。 

杉本幹事 金会員 ロータリーの友解説宜しくお願い 

します。 

釣部   結婚記念日を自祝して 

林田千之 誕生日を自祝。 

小見山  誕生日を迎え、永らくの人生に感謝し、 

今後も人に役立つ人として努力したく 

存じます。 

前川重雄 金さん今日はロータリーの友解説ご苦労様 

     です。誕生日を自祝して。 

下田   秦の始皇帝の兵馬俑展に行って来ました。 

 

水﨑   台風が近づいています。本日の例会早く終了しましょう。 

松井   ロータリーの友解説 金会員 よろしくお願いします。 

笹埜   台風ですので、皆様飛ばされないように。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＩＭ（５組）＜第１８７０回例会＞ 参加        １０月１５日（土） 

いまだて芸術館にて開催 （ホストクラブ 武生ＲＣ） 
快晴の中、２０名の会員が参加 
午前中 新会員セミナー（松田・上屋敷・瀬野会員参加） 

福井県下ＲＣ会長会議 
昼食をはさんで、午後から尾木直樹氏の基調講演・「子ども 
の貧困」をテーマにパネルディスカッション丸岡にもどり 
懇親会が松田会員のお店「椿」にて開催されました。 
参加された会員の皆様一日お疲れ様でした。 
 

福井県下ロータリークラブ会長会議 報告 
 先般、１０月１５日午前１０時３０分より今立図書館にて会長会議が開催され、次年度 IMホストクラブが福井北 RCに決定しまし
た。福井北RC井村会長より、平成２９年１０月２８日、会場はハピリン、懇親会はユアーズホテルでの開催を予定している旨発表が
ありました。その後、RI規定審議会の例会開催頻度と出席規定の変更による各クラブの方向性について、刀根ガバナーより地区内で
は京丹後 RCが月３回開催に細則を変更して実施していること、福井南 RCも例会開催日を減らす方向であるが、いずれも試験的な実
施であることが報告され、今後、日本全国のガバナーで構成されるロータリー研究会で一定の統一した方向性が発表される予定であ
るが、決定権限はあくまでも各クラブであるとの説明がありました。 

金    この台風で多くの人が苦しみませんように。 
倉本   台風１８号少しやばいかも？ 

会 員 誕 生 日 

 10/2 小見山会員 72 

10/2  前川重会員 67 

10/22 柿木会員    57 

10/23 林田千会員 78 

10/27 杉本会員   57 

会 員 夫 人 誕 生 日 結 婚 記 念 日 

 
10/7  釣部会員 

10/20  山岸会員 

10/23  川上会員 

10/3  三寺会員夫人  恭子様 

10/7  納谷会員夫人  みどり様 

10/14 奥村会員夫人  秋子様 

10/17 東角会員夫人  恵子様 

10/20 川上会員夫人  尚代様 

 

 


