
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年１月１６日 発行 

平成２９年１月１６日（月）第1881回例会 
19：00  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 
表彰（国際ﾛｰﾀﾘｰ財団・米山記念奨学会） 
幹事報告・委員会報告 
ﾛｰﾀﾘｰの友解説（１月号）金 雑誌広報IT委員長 
クラブ協議会 
  各奉仕活動委員会委員長 下半期活動計画 

20：00  閉会点鐘 

平成２９年２月 ６日（月）第1883回例会 
２月度祝事 
ﾛｰﾀﾘｰの友解説（２月号）下村 雑誌広報IT副委員長 
新入会員卓話 川上純幸会員 

平成２９年２月１３日（月）第1884回例会 
外部卓話 中野社会保険事務所 所長 中野 和信 様 

平成２９年２月２０日（月）第1885回例会 
外部卓話 株式会社 ﾄｩｰｱｰﾃｨ代表取締役 

株式会社 ﾋｭｰﾚｯｸｽ代表取締役 
 堀内 康代 様 

『男性の為のアンチエイジング 
若さの秘訣』 

 

2/5(日)  第２回社会奉仕委員長会議 （京都） 
三寺社会奉仕委員長 出席予定 

2/11(土) 2017-18年度ﾛｰﾀﾘｰ財団補助金管理ｾﾐﾅｰ（京都） 
杉本次年度ロータリー財団委員長 出席予定 

2/19(日)  第156回福井県下ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長・幹事会 
       山下会長・林田千之次年度幹事 出席予定 

 

お知らせ

平成２９年１月２０日（金）新年家族会 小松屋にて 

平成２９年１月２３日（月）＜休会＞ 

平成２９年１月３０日（月）第1882回例会 
新入会員卓話  

 
今後の予定

本日の例会 次回例会

福井県内クラブ例会日・開催場所　

福井東・アオッサ3FWelAossa 福井南・繊協ビル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・福井パレスホテル
大　野・大野商工会館1F

福　井・ユアーズホテルフクイ
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・リバージュアケボノ

福井西・バードグリーンホテル

* 敦賀西・プラザ萬象

福井北・グランユアーズフクイ
*丸岡・城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

　　無印＝12:30開会　　＝19:00開会*

金 曜 日木 曜 日水 曜 日火 曜 日月 曜 日



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん あけましておめでとうございます。会員の皆様には雪のない大変大変穏やかな正月を家族でお健やかに

迎えられたことお喜び申し上げます。 

本日は国神神社への新春参拝例会を開催しましたが、これはクラブ発足以来初めてとのことです。私は5年ほ

ど前から毎年、伊勢神宮の内宮も外宮も参拝し、神楽殿で舞の奉納もしておりますが、本日は、この国神神社でも

特別に舞の奉納もさせて頂きました。舞の奉納は神楽と言いますが、本日の舞も大変立派な舞で、文字通り神様に

も楽しんでもらえたものと感じています。 

昨年より「成功している人はなぜ神社へ行くのか」という本が売れているそうです。松下幸之助や佐藤栄作も神

社を作っていることや、神社への参拝回数が年収と比例すると書かれています。皆さんもできるだけ神社への参拝

もされてはいかがでしょうか。 

さて、今年より例会開催日を、毎週月曜１９時からに変更しました。来週は16日が例会です。 

私の会長職もあと半年を残すだけになりましたが、この半年間にも色々と奉仕事業が盛りだくさんに詰まっており

ます。是非今年も皆様のご協力をお願いいたします。 

幹 事 報 告 　幹　事　　杉　本　政　昭

来 簡 

≪ガバナー事務所より≫ 

①【米山記念奨学会より】 下期分普通寄付金 送金のお願い 
当クラブでは、一人2,000円×37人分 送金予定 

②第2回社会奉仕委員長会議開催【ご対象者追加】のご案内 
次年度社会奉仕委員長予定者・青少年奉仕委員長も対象 

③国際ロータリー人頭分担金請求書 
≪他クラブより≫ 

①会報  武生ＲＣ 
 

会 長 の 時 間 　会　長　　山　下　健　治

ビジター受付のみ12：00～12：30 

福井西RC 金 2/3 

福井南RC 火 1/17,31 2/14,21 

福井北RC 水 1/25  2/15 

福井あじさいRC 金 2/24 3/24 

三国RC 金 1/27 

大野RC 水 1/18 2/8 

武生RC 火 1/17 

武生府中RC 木 1/19,26 2/23 

敦賀西RC 木  2/16 

 
ビジター受付のみ18：00～18：30 

福井水仙RC 木 1/26 2/23 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火 1/31 2/7,14,28 

 

第９回理事会 議事録               １月１０日（火）開催 

【審議事項】    

①２月例会プログラムについて  
林田千之理事より、２月例会プログラムを資料に基づき説明 
山下会長より、2/27外部卓話者 国神神社宮司 三上敏治 様に 
ついては流動的である旨 追加説明               ⇒承認 

②クラブ協議会内容について 
山下会長より、1/16例会 クラブ協議会内容  
各奉仕委員会委員長に事業予定計画、予定内容等を1委員会５分 
程度で報告いただく旨 説明              ⇒承認 

③地区大会開催に伴うクラブ紹介原稿 友愛の広場出店等について 
山下会長より、4/9地区大会においての友愛の広場出店について資
料に基づき説明。竹田油揚げ・丸岡城を国宝にする市民の会に打診
すること                         ⇒承認 

④退会者について 
山下会長より、松田美由紀会員 退会の件 説明 
東角理事より、女性が入りやすく、入会したら継続できる環境づく
りが必要、林田理事より、女性友達同士が入会できると良い など 
意見が出る。                                         ⇒承認 

【報告事項】 

①下半期決算（7月～12月）について 
山下会長説明。了承 

②12/14新入会員歓迎会 決算について 
山下会長説明。了承 

  

日  時 内  容 

2/6（月） 
祝事 ロータリーの友解説（２月号） 下村会員 

新入会員卓話 川上純幸 会員 

2/13（月） 
外部卓話 中野社会保険事務所 所長 中野 和信 様 

演題：未定 

2/20（月） 

外部卓話 株式会社 ﾄｩ ｱー ﾃーｨ代表取締役 

株式会社 ﾋｭー ﾚｯｸｽ代表取締役 

堀内 康代 様 

『男性の為のアンチエイジング 若さの秘訣』 

2/27（月） 
外部卓話 国神神社 宮司 三上 敏治 様 

『国神神社の成り立ちについて』 

 

２月プログラム 

表 彰 

《国際ﾛｰﾀﾘｰ財団より》 

  MPHF（ﾏﾙﾁﾌﾟﾙﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ）Pin＋5（累計6000＄） 髙嶋会員 

  ﾍﾞﾈﾌｧｸﾀｰ （恒久基金 1000＄）  山下会長 

《米山記念奨学会より》 

  第1回米山功労者（累計額10万） 柿木会員 

  第2回米山功労者（累計額20万） 林田千之会員 山下会長 水﨑会員 

  第4回米山功労者（累計額40万） 藤本旧会員 

              個人寄付分一年間分（1月～12月）1月末日前後到着予定 



  

 
三上宮司様

より祓詞の

奏上 

「浦安の舞」「豊栄の舞」の 

奉納がありました。とても厳かな

雰囲気で、空気がピンと 

張りつめていました。 
山下会長が代表で、玉串奉納 

一同、神様の

ご加護を 

厳粛に受け

止めました。 

三上宮司様より 

「初めて丸岡ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとして、参拝していただき、感謝です。」

とのお言葉を頂戴しました。 

お下がりのお神酒を 

頂戴しました。 

神様の前で、皆、幸せいっぱいの笑顔にて、記念撮影(^○^) 

《今年も一年、健康で、商売繁盛。 会員３７名全員にとって、 

すばらしい年になりますように。 

丸岡ロータリークラブの活動が、活発になりますように。》 

撤饌です。 

絵馬には、下記の 

願い事を記入して、 

奉納します。 

新年御祈祷                        国神神社にて 



丸岡ロータリークラブ 
会員数：３７名 例会場：丸岡城のまちコミュニティセンター  例会日：毎週月曜日19時00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 

 

 

 

年頭例会                    国神神社 氏子会館にて 

「君が代」に続き 

北ソング委員長の 

提案で 

「一月一日」の歌を

斉唱しました。 

２０１６年３月まで当クラブでお世話した 

米山奨学生 ドン・フン・タオさんより、結婚報告です。 

お配りしたお菓子はタオさんより頂いたものです。 

現在は、東京都大田区在住です。 

１月度祝事 

 
会 員 誕 生 日 

1/30  東角会員  59 

1/30  前川徹会員 55 

会 員 夫 人 誕 生 日 

1/ 2  南  会員夫人  雅子様 

1/ 3  道木 会員夫人  清美様 

1/ 6  上屋敷会員夫人  仁美様 

1/29  山下  会員夫人 幸恵様 

委員会報告                       １月１０日（火） 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 ２１名 

      ＜出席者全員から寄付いただきました＞ 
山下会長 明けましておめでとうございます。 

今年もよろしくお願いします。 

杉本幹事 新年あけましておめでとうございます。 

本年度もよろしくお願い致します。 

中島   設立メンバーの一人として来年の４０周年に 

     向かって、健康に注意してがんばります。 

釣部   明けましておめでとうございます。 

林田千之 本年もよろしくお願いいたします。 

小見山  平成２９年度新春を皆様と共に向かへる事が 

出来、感謝致します。本年もどうぞよろしく。 

北    新年明けましておめでとうございます。 

本年もよろしくお願い致します。 

下田   あけましておめでとうございます。 

青学が箱根駅伝３連覇しまして。 

奥村   皆さん、新年あけましておめでとうございます。 

今年もよろしくお願いします。 

林田恒正 あけましておめでとうございます。 

良い年でありますように！ 

東角   新年あけましておめでとうございます。 

誕生日を自祝して。 

倉本   会員の皆様方、新年明けましておめでとうござい 

ます。本年もよろしくお願い致します。 

水﨑   あけましておめでとうございます。 

     本年もよろしくお願いします。 

柿木   新年明けましておめでとうございます。今年も 

     １年宜しくお願いします。 

竹内   あけましておめでとうございます。 

本年もよろしくお願いいたします。 

 

◆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 

1/10 ３７ ２１ ７ ６ ３ 61.76% 

【メーキャップ】 12/29～1/13 事務局受付分   

 1/10  福井南RC 柿木 未定分 

1/12  福井RC  金 倉田 前川徹 1/10 分 

1/13  福井西RC 下田 小見山 林田數一 倉田 1/16 分 

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 

12/14 ３９ ３３ １ ３ ２ 80.00% 

12/21 ３９ ２８ １ ７ ３ 80.56% 

 

 
◆寄付金の状況◆  ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 1月10日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 29,000円 661,000円 1,201,000円 

ロータリー財団 0円 367,800円 

米山記念奨学会 0円 328,000円 

 三寺  明けましておめでとうございます。 
本年度も宜しくお願い致します。 

松井  新年明けましておめでとうございます。 
    今年もよろしくお願いします。 
上屋敷 明けましておめでとうございます。今年は年男です！ 
    一年よろしくお願いいたします。 
瀬野  今年もよろしくお願いします。 
川上  今年もよろしくお願いします。 
西出  新年明けましておめでとうございます。 
 


