
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年１１月９日 発行 

平成２８年１１月 ９日（水）    第1874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  

幹事報告・委員会報告 

クラブフォーラム   ロータリー情報委員会 

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２３日（水）  祝日の為休会 

平成２８年１１月３０日（水）  第1876回例会 
外部卓話   株式会社 ぼんた 

代表取締役社長 齋藤 敏幸 様 

平成２８年１２月 ７日（水）  第1877回例会 
祝事 ロータリーの友解説（１２月号） 

会員卓話   金 定基 会員 

 

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１１月１６日（水）  第1875回例会 

山中RCとの合同例会  例会場：城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

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 

   懇親会は、「大森料亭」に移動して開催します 

 

今後の予定

本日の例会 次回例会



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月例会プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

７月から早くも４カ月が経過し大変寒くなりました。先週の金会員のニコニコにあったように、マイコプラズマ肺

炎やインフルエンザにも十分ご注意ください。本日のお客様は福井県議会議員の井ノ部航太様です。卓話の資料に

は北陸新幹線のことが書いてありました。私の職業上の知識から福井駅から芦原温泉駅まで旧丸岡町内も通過しま

すが、並行して大きな道路もできる予定で、この道路が完成すると、丸岡・春江の人や車の流れも大きく変わると

思われます。また、新幹線のルートの問題ですが、先週お話しした通り、海外から日本への観光客が今後4000

万人を目指そうとする中で、福井から都会へ行くためのルート選定も大事だと思いますが、都会に来た観光客がい

かに福井に来やすくなるかという視点でも考えて頂ければと思っています。さて、本日も関山雄士さんの入会式が

あります。毎月のように入会式があるといいなと思っておりますが、会員増強の水崎委員長、三寺副委員長のご尽

力に深く感謝します。本日は、祝辞と下村会員の友の解説と盛り沢山の例会です。また明日はゴルフ同好会のコン

ペが朝早くから行われます。１６日の山中との交流コンペの練習も兼ねて是非頑張っていただきたいと存じます。 

幹 事 報 告 　幹　事　　杉　本　政　昭

来 簡 

≪ガバナー事務所より≫ 

① 2016－17 アトランタ国際大会説明会のご案内 

≪他クラブ≫  ①会報 武生ＲＣより 

≪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」協力お礼 

  

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 11/24 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火 11/29 12/20 1/31 

 

ビジター受付のみ12：00～12：30 

福井RC 木 12/15 1/12 

福井東RC 月 12/19 

福井西RC 金 11/25 12/16 

福井南RC 火 11/15,22 

福井北RC 水 12/7,21 

福井あじさいRC 金 12/16 

鯖江RC 金 11/25 

武生RC 火 11/15 

大野RC 水 11/16 12/21 

※ 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。 

11/21（月）・11/22（火）岡田事務局員休みに付、事務局閉局します。 

緊急連絡等は杉本幹事までご連絡ください。 

「ご迷惑おかけしますが、よろしくお願い致します。」 事務局 岡田  

第７回理事会 議事録               １１月２日（水）開催 

【審議事項】    
①１２月例会プログラムについて               
林田千之理事より１２月例会プログラム案・年次総会について上程 
山下会長より、年次総会において行われている次年度会長ノミニー
の発表は、定款・細則とは異なっているが、今年も慣例に従い次回
例会において次年度会長ノミニー立候補者を募る旨発表し、翌週ま
でに立候補者がいない場合は、下田パスト会長を委員長とする会長
指名委員会を開催し、年次総会までに次年度会長ノミニーを決定し
て頂く方向で進めたい旨、追加上程                     ⇒承認 

②四半期決算７～９月について               
山下会長より四半期決算７～９月について資料に基づき上程説明。 

③新入会員歓迎会について                ⇒承認 
水﨑理事より新入会員歓迎会について、資料に基づき１２/１４ 
本田料亭にて例会終了後に行う旨、上程説明             ⇒承認 

④2017年1月からの例会開催場所及び１月の理事会開催日について 
山下会長より現在のさくらホールが３月まで他団体に予約されて
いて使用できないため、暫定的に城のまちコミュニティセンター２
F会議室を確保の上、条件が整った他の場所の選定を行う旨上程説
明。理事、会員が協力して会場を決定していく旨要請。  ⇒承認 

⑤１月度例会開催日について（追加上程）         
山下会長より、１月は第１・第２月曜が祝日に当たり、新年を迎え
１回目の例会が第３月曜日では遅すぎる感があるため、第２週を１
/10（火）に変更開催し、１月度例会は1/10（火）・1/16（月）・1/23
（月）・1/30（月）に、理事会は1/10（火）とする旨上程  ⇒承認 

【協議事項】 
①新年会日程について                 
山下会長より新年会日程について1月２０日（金）を予定している
旨、説明。                                           ⇒了解 

②米山奨学事業（奨学生の世話クラブ引受など）に関する 
アンケートについて 

金会長エレクトより米山奨学事業に関するアンケートに
ついて資料に基づき協議 
◇２０１７年度奨学生受け入れ→積極的に世話したい 
◇受け入れ希望国として→タイ・ベトナム 
◇2016－2017年度寄付金→昨年並み 
以上のアンケート回答をガバナー事務所に返答   ⇒了解 

③2016-2017 年度まちづくり基金奨励金募集要項について           
山下会長より、社会奉仕委員会事業の「ボラ婚」を応募対
象事業とする説明                             ⇒了解 

【報告事項】 
①ＩＭ収支決算報告               
杉本幹事よりＩＭ収支決算を説明。了承。 

②「米山学友会 第６回年末交流会」（12/3）の開催案内 
山下会長より説明。当クラブから不参加で、了承。 

③グローバル補助金による奨学金制度に関して 
 山下会長より辰川はる奈さんからグローバル補助金奨学
金制度に関して当クラブにメールが届いた旨、説明 

 地区ガバナー事務所へ対応している旨説明 了承。 

日  時 内  容 

12/ 7（水） 
祝事  ロータリーの友(１２月号)解説 上屋敷会員 

会員卓話  金 定基 会員 

12/14（水） 年次総会  新入会員歓迎会 

12/21（水） 外部卓話 福井県立大学 理事長 林 雅則 様 

12/28（水） 新入会員卓話 

 



 

『議員とは なにか』      福井県議会議員   井ノ部 航太 様 

私が心がけていることは「福井を日本一の故郷にしたい」である。東京生まれの東京育ちだが、

父の故郷が大野市で、幼いころから毎年盆暮れには福井に帰ってきていた。楽しい思い出が、自

慢できる故郷がある。そんな故郷に7年前に帰ってきた。このすばらしい故郷をアピールしてい

きたい、という思いで3つ課題に取り組んでいる。 

①都会と福井の格差問題 福井は幸福度日本一であるが、毎年 3 千人の若者が県外に流出し  

ている。幸せな県なのに、このギャップを克服し、若者が帰ってくる運動をしていきたい。 

②県内でも都市部と農村部で格差 福井市の美山上味見地区では、市中心部への転居、高齢者

の施設入所などで、過疎化がさらに進んでいる。 

③子どもの貧困問題 幸福度日本一は喜んでいるが、本当にすべての人が幸せかというとそうではない。日本の子どもの貧

困率は16％で6人に1人が生活保護水準に陥っている。一番多い沖縄県は3人に1人33％、2番目の大阪は21％で5人に1

人、福井は5.5％で20人に１人である。福井にも実際貧困の子どもがいるということを私たちは忘れてはいけない。 

【県政重要課題1】北陸新幹線 

9月議会で示された数字では、用地取得率は 40％で、福井市内は 80％に達している。年内に 90％を目指したいのだが、

坂井市、あわら市、越前市の用地買収が遅れている。現在 100人以上の用地買収部隊が県内をかけ回っているが、代替地の

条件が難しいみたいである。 

敦賀以西ルートはこれまで、小浜・京都ルートはJR案なので間違いない、

大丈夫と思っていたが、舞鶴・京都ルートへ京都府で強烈な運動が起きてきた。

予断を許さない状況で心配をしている。数日前に自民党石破氏が県内で舞鶴ル

ートを主張する講演会を行い、大変憤りを感じている。ルートについては 12

月議会で議決を取ることになるだろう。 

並行在来線は県が中心となって運営する第三セクターになるが、6 年半後の開通を見越し、2 年後には運行ダイヤなどの

地元との協議が始まる。関心を高く持っていただきたい。 

【県政重要課題2】もんじゅ廃炉 

使用済み燃料をリサイクルする核燃料サイクル政策をとっているのでもんじゅは欠かせない施設だったが、国は廃炉の方

向である。世界では使用済み燃料を地中に埋める施策が主流であるので、最終処分を政府が責任を持って県外に作り発電部

門を担うのが福井県という仕組みを作っていかなければと思っている。この問題についても12月議会で議論されるであろう。 

【県政重要課題3】人口減少対策 

福井の人口は 78万人、25年後には政府の試算で 63万人になる。県としてはあらゆる政策を打ち出して、68万人に留め

ることが目標である。若い女性が福井に帰って来てくれないのが最大の問題である。考えられるすべての政策に取り組むた

めに、ふるさと県民局を去年設置して対策を講じている。しかし、特効薬がなく難しい問題である。移民の受入れも含めて

国も考えているだろう。68万人を約束し、若者に魅力を持ってもらえるような福井に、12月議会でも取り組んでいきたい。 

【政務活動費問題】 

福井県会は月30万円、厳しく用途が限定されていて報告の義務もある。3カ月に一度、事務局のチェックを受け、1年す

べての書類がそろったら知事の決済を受けて、初めて額が確定する流れである。前渡金から後払い制へ移行したことより、

駆け込みで使い切ることがなくなるので、賛成である。インターネットでの領収書の公開については、当面は閲覧できると

いう現状で留めておけばいいと思う。市民と議員お互いが不正を許さないという雰囲気を作っていくことが大切である。議

会で話し合うことになっており意見を述べていきたい。 

＜会員感想＞ 

新幹線、原発、人口減少と福井県の抱える問題は何年も、何十年も続くものである。信念を持って熱く語る井ノ部氏の今

後の活躍を期待するとともに、私も議員として「議員とは何か」常に自問自答していきたい。      （文責 前川 徹） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部卓話                       プログラム委員会 

ロータリーの友（１１月号）解説      下村 雑誌・広報・ＩＴ副委員長 

ｐ３  ＲＩ会長メッセージ 「最後の闘い」 
１９１７年 アトランタで開催のロータリー年次大会において、当時の会長アーチＣ．クランフが残した
「世界でよいことをするための基金をつくるのが、極めて適切であると思われる。」とのアイデアから生
まれたロータリー財団はロータリーの礎です。財団への支援が、ロータリアンが次の１世紀も世界でよい
ことを続け、そして「人類に奉仕するロータリー」の為、最善の方法となります。 

ｐ１２ 日本のポリオ（発症から撲滅へ、そして今後の課題） 
    京都モーニングＲＣ  太田 和夫 
ｐ４３ ロータリーアットワーク 
     ライオンズクラブと親善ダンスパーティ             真庭ＲＣ 岡山県 
ｐ５６ 友愛の広場   「ホーム例会１０００回皆勤達成に寄せて」   福岡平成ＲＣ  平川 猛展   

「米山奨学生がつなぐ奉仕事業」        金沢ＲＣ    水上 慎太郎 
「出席こそロータリー」            前橋東ＲＣ   馬場 誠 



丸岡ロータリークラブ 
会員数：３８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 
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委員会報告                       １１月２日（水） 

◆ロータリー財団◆   寄付者 １４名 
釣部 林田千之 下田 奥村 林田恒正 山下 
下村 倉本 倉田 水﨑 杉本 松井 上屋敷 
笹埜 

◆米山奨学会◆     寄付者 １５名 
釣部 林田千之 下田 奥村 林田恒正 山下 
下村 倉本 倉田 水﨑 杉本 松井 青池 
上屋敷 笹埜 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 ２２名 
＜お客様＞井ノ部 航太様  

          本日は、お招きいただき大変光栄です。 

     今年は短い秋になりそうですが、日本の 

     美しい季節を楽しもうと思います。 

山下会長 井ノ部議員 本日は、楽しみにしています。 

どうぞよろしくお願いします。 

杉本幹事 関山様入会ありがとうございます。 

ロータリーの友解説 下村会員 

卓話 井ノ部 航太先生よろしくお願い 

致します。 

釣部   関山さん入会おめでとうございます。 

林田千之 ５０数年の結婚記念日を自祝して。 

小見山  関山さんの入会を祝し。 

今後ともどうぞよろしく。 

下田   塩野七生の「ギリシャ人の物語Ⅰ民主政の 

はじまり」という本をようやく読み終えま 

     した。 

藤本   下村さん「友」の解説ご苦労様です。 

奥村   関山会員の入会を祝して。 

髙嶋   井ノ部県議会議員 卓話ありがとう 

ございます。下村会員ロータリーの友解説 

ご苦労様です。 

林田恒正 結婚５１年経ちました。熟年離婚もなく、 

なんとか墓場へ一緒に行けそうです！ 
下村   関山雄士会員の入会を祝して！井ノ部県議会議員 本日は卓話ありがとうございます。 

◆出席報告◆  出席委員会 

例会日 会員数 出 席 届有欠 届無欠 
出席免除者 

欠席 
例会出席率 

11/2 ３８ ３０ ２ ４ ２ 83.33% 

【メーキャップ】 11/2～11/8 事務局受付分  なし 

 

例会日 会員数 出 席 ﾒｰｷｬｯﾌ゚  欠席者 
出席免除者 

欠席 
修正出席率 

10/19 ３７ ２９ ５ ２ １ 94.44% 

 

 
◆寄付金の状況◆  ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 11月2日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 34,000円 493,000円 1,023,000円 

ロータリー財団 17,000円 248,000円 

米山記念奨学会 19,000円 232,000円 

 
倉本  ロータリーの友解説下村会員御苦労様です 

    福井県会議員 井ノ部様本日は卓話ありがとうございます。 

倉田  結婚記念日を自祝して。 

関山雄士会員 入会お目出とうございます。 

水﨑  関山さん入会おめでとう。今後の活躍を期待しています。 

柿木  福井県会議員 井ノ部先生 卓話宜しくお願いします。 

下村さんロータリーの友解説お願いします。 

三寺  関山君 ようこそ。 

松井  新会員関山さんよろしくお願いします。 

県会議員 井ノ部様 卓話ありがとうございます。 

青池  井ノ部様 卓話よろしくお願いします。 

結婚記念日を自祝して。関山新会員入会祝して。 

下村様 ロータリーの友解説お願いします。 

上屋敷 下村さん 友解説よろしくお願いします。 

井ノ部さん 本日は卓話よろしくお願いいたします。 

笹埜  井ノ部先生 本日は卓話ありがとうございます。 

竹澤  関山君の入会を祝して。 

新会員 入会式                会員増強・退会防止委員会 

 関山 雄士 会員 

（せきやま ゆうじ） 

1976(S51)年12月11日生 

株式会社芦原グランドホテル隆泉荘 

現住所：あわら市温泉 

推薦者：三寺会員 道木会員 

 

会 員 誕 生 日 

     な し 

11/1   林田恒正会員 

11/5   林田千之会員 

11/7   倉田会員 

11/12  青池会員 

11/13  髙倉会員 

11/22  前川徹会員 

 

結 婚 記 念 日 

11/15  下村会員夫人 由美枝

様 

 

 

会 員 夫 人 誕 生 日 


