
 

  

平成２９年５月 １日（月）休会 

平成２９年５月 ８日（月）第1893回例会 
 祝事 ロータリーの友解説（５月号）下村会員 
外部卓話 (株)池五  

社長 丸井  一成 様（三国RC） 

平成２９年５月１５日（月）第1894回例会 
 米山奨学生 紹介 
 新入会員卓話 西出 智一 会員 

平成２９年５月２２日（月）第1895回例会 
外部卓話 (株)クリーンリース 

 柿木 祐介 様 

 

平成２９年４月１７日 発行 

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

平成２９年４月１７日（月）第1891回例会 
19：00  開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ（我等の生業）斉唱 
会長の時間 
幹事報告・委員会報告 
新入会員卓話 
 納谷 隆俊 会員 

          『愛犬と泊まれる旅館立ち上げについて』 
20：00  閉会点鐘 

平成２９年４月２４日（月）第1892回例会 
＜例会日時変更＞ 
⇒４月２１日（金）三国ＲＣと合同例会 

 9：45  受付開始 えちぜん鉄道三国港駅 

 10：15   開会点鐘 加賀・丸岡・三国３クラブ一緒に 

 11：15  電車出発    ＜食事・歓談＞ 

 11：50   西長田駅出発 ＜ナナ・イロ演奏＞ 

12：25   三国港駅到着 

   

 

本日の例会 次回例会

4/23(日) 米山奨学生・ｶｳﾝｾﾗｰのためのｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ（京都） 
青池カウンセラー 王さん 出席 

4/30(日) 地区研修・協議会開催（京都） 
次年度理事９名出席 

5/13(土) 島原南ＲＣ ３０周年記念式典 11名出席 

5/14(日) 敦賀ＲＣ ６０周年記念式典 金エレクト出席 

5/17(水) ロータリー財団100周年記念シンポジウム 
山下会長出席 

5/21(日) 福井県下RC 現・新会長幹事会 
山下会長 杉本幹事 
金会長エレクト 林田次年度幹事出席 
 

 

お知らせ今後の予定



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

本日のお客様はえちぜん鉄道専務取締役の伊東尋志さんです。野中山王の出身でいらっしゃり、また東角会員の

従弟です。後ほど卓話を頂きます。 

昨日は坂井ＪＣと共同でボランティア婚活を行いました。クラブから19名の会員も集まっていただきました

が、大変緊張感があふれるご対面の場で、あまりにも外野の人が多いと若い参加者の人が萎縮されるとのＪＣ側の

配慮で、参加されたロータリーメンバーにはあまり活躍の場がなかったように思えますが、４組のカップルが誕生

したとのことで、三寺社会奉仕委員長以下参加会員の皆様ご苦労様でした。 

私の個人的な感想ですが、①若い人同士がカップルになるというＨａｐｐｙな事業であること ②地元のニーズ

に貢献できること ③成果が目に見えること ④ＪＣとの連携強化ができロータリークラブの会員増強になるこ

と、と大変好印象を受けた事業でした。 

さて、今日はえちぜん鉄道の伊東専務から、鉄道のお話も伺えると思いますが、若いメンバーのために、少し丸

岡の鉄道の話をします。かつて丸岡には、国鉄の丸岡駅を通って西長田駅に繋がる京福電気鉄道丸岡線と、金津か

ら本丸岡を通って永平寺につながる永平寺線が通っていましたが、丸岡線は昭和43年に、永平寺線も昭和44年

に廃線となりました。ここで私が注目したいのは丸岡線は昭和33年に年間130万人、永平寺線は昭和28年に

187万人も乗降客があったということです。私はかつて新幹線が丸岡を通ると決まった時に、一緒のモノレール

を丸岡に通してはと意見したことがあります。残念ながら丸岡には鉄道は通っていませんが、どのような地域創生

ができるかお伺いしたいと思っています。 

明日はタイのタクアパＲＣに行ってきます。8日にＲＩ会長代理歓迎晩さん会、9日はサンドームで初めての地

区大会、その後一筆啓上茶屋での花見があります。大変忙しい毎日が続きますが、皆さんも是非元気に楽しんでい

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ﾛｰﾀﾘｰﾌｪﾛｰｽﾞ設立総会のご案内並びに学友会員登録のお願い 
日 時 2017年6月17日（土） 

会 場  京都市国際交流会館 
②ﾛｰﾀﾘｰ学友会主催ﾛｰﾀﾘｰ財団100周年記念シンポジウムビデオ 
収録ＤＶＤディスク 

③次年度地区委員委嘱状 
④地区大会ご出席の御礼  

≪他クラブより≫ 

①会報 福井北ＲＣ 武生ＲＣ 
②創立４０周年記念式典・祝宴ご出席のお願い  

武生府中ＲＣ  チラシ配布 
≪その他≫ 

 ①孫の「いのち」のための緊急のお願い 
稲本修一様（土浦南ＲＣ） チラシ配布 
 

   

ビジター受付のみ12：00～12：30 

福井RC 木 6/29 

福井あじさいRC 金 6/30 

三国RC 金 4/21  6/30 

武生RC 火 4/25 

武生府中RC 木  4/27 5/25  6/1 

大野RC 水  4/12 

 

ビジター受付のみ18：00～18：30 

福井水仙RC 木  5/18 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火  6/6 

 

会 長 の 時 間 　会　長　　山　下　健　治

 

第１２回理事会 議事録               ４月３日（月）開催 

【審議事項】    

①５月例会プログラムについて  
林田千之理事より５月例会プログラムについて資料に基づき説明 

⇒承認 

②特定資産を取り崩す際の承認手続きについて 
山下会長より特定資産を取り崩す際は、現会長と４代前までの会長
の承認があれば取り崩しができる方向に進める旨説明。  ⇒承認 

【報告事項】 

①７月～３月決算報告 
山下会長より資料に基づき説明。ニコニコ寄付が多く集まると予想
されるので、各奉仕事業に使っていく旨 説明     ⇒了解 

②5/13島原南ＲＣ30周年記念式典について 
杉本幹事より島原南３０周年記念式典事業の案内が事務局に届い
ている旨 説明。式典は午後４時から、参加人数は１２名であるこ
とも説明 山下会長より１人に付き登録料１万円、交通費２万円は
事務局から支払う旨 説明          ⇒了解 

５月プログラム 

日  時 内  容 

5/ 1（月） 休会 

5/ 8（月） 
祝事・ロータリーの友解説（５月号）下村会員 

外部卓話 (株)池五 社長 丸井 一成 様（三国RC） 

5/15（月） 
米山奨学生 紹介 

新入会員卓話 西出 智一 会員      

5/22（月） 外部卓話 (株)クリーンリース 柿木 祐介 様 

5/29（月） 島原南RC ３０周年記念式典参加報告 

 



 

  

 

ロータリーの友（４月号）解説         金 雑誌・広報・ＩＴ委員長 

Ｐ3  RI会長メッセージより         「ワクチンの素晴らしい効果」 

Ｐ14 女性会員で広がる多様性      「硬くぎこちなかったクラブからしなやかなクラブに」  

Ｐ22 クラブ創立20周年の挑戦   「バヌアツ支援のかたちを「モノ」から「ヒト」へ」 

Ｐ34 職業奉仕、職業サーヴィスを考える 

外部卓話                       プログラム委員会 

『 地方創生について 』                  えちぜん鉄道 専務取締役 伊東 尋志 様 

最初は多くの利用者があり昭和３０年代後半ぐらいに１０００万人以上を運んだとなっております。福井県の嶺北は非常に鉄

道が発達していた地域だったという事です。その後色々な問題が出ており、止める止めないをくりかえし、大きな事故を半年間

で２回も起こしてしまうという結果になりました。日本の鉄道事故でも非常に重大な事故になってしまいました。この後、鉄道

の安全性の改善が大きく変わることになりました。その様な事があって出来上がったのがえちぜん鉄道株式会社です。 

当社は株式会社ですので利益というものが必要なのですが、最初に作った会社の理念が地域共生型サービスを目指す、とにか

く地域との共生、安全を最優先する事。鉄道というのは特急と新幹線以外に利益が出るものではありません。自動車社会になり

その上を行く鉄道の利益というのは無理な状況であり、全ての新線というのは公共が作り民間が運営するというのが主流になっ

ております。えちぜん鉄道の路線53Kｍは地域の鉄道の中では長いほうであります。 

過去の２回の事故の後、福井は２年間鉄道のない生活を送ることになりました。当時鉄道利用者が減っているなどの事もあり

ましたが、実際ある日突然鉄道が利用できなくなるとどのように大変だったかというと、当時の利用者を代行バスにより運行し

ようとしましたが、利用者数は３００万人以上の利用者を抱えており、この人数をバスで運ぶのは不可能であり、利用者が非常

に困った。その次に利用者の家族が困った状況になりました。病院や学校に行くにも家族に頼らなければいけない状況が続くこ

とになりました。その様な事もあり地域の利用者とも現在は共に鉄道利用の理解を深めるようになり、運営に地域の方々の協力

を得られる、地域との共存する鉄道になっております。 

自治体と県、当社の役割。お互いに何をやるべきかの協議を重ね、中で一番大きいものは鉄道というのは社会資本です、とい

うことを言っております。将来に向けて良い状態を維持すると共に、サービスを伸ばすという事を役割分担しております。 

 実績としては、平成１５年から運営し、利用者が２４０万人から平成２８年度の数字は３４０万人という実績です。この実績

は当社だけの努力ではなく、地元自治体などの協力により伸びてきた数字であります。 

運営していて大事なものは信頼です。地域から行ってほしいと言ってきたことに対し、協力信頼しあうことにより改善されて

いくようになり、利益に繋がっていくようになりました。 

福井の中で現実運営していくのは非常に難しい事ではありますが、存続していくために必要な事を当社では今考えていくよう

にしております。車社会、高齢少子化の問題に直面している中で利用者を伸ばしております。共存はなんとかできていると思っ

ております。その様な中ででもこれからもたくさん利用してもらうには、駅自体も良くなっていけば利用者も増えるので地域と

共に交流を深め活性させていく事を考えております。駅を利用した結婚式なども考えており色々な事業、新しいものを取り入れ

るよう考えております。地域では駅の周りにカフェなども作られるようになり活性化されております。鉄道の稼働については自

動車のラッシュなどに比べたりしながら、新しい運行などを考慮しております。新しくできる福井駅ですが福井の交通は直接観

光地に向かう手段がなく、何かしらの乗り継ぎなどが必要になっており、その不便性をいかに利用しやすくなるかを考えるなど

の事も行っております。 

駅周辺に人が集うことも考えております。あとは料金や利用ダイヤなどの改善も今後の課題になっております。あとはエネル

ギー効率が良い鉄道は今後の鉄道利用など、エネルギーの供給などの案も出ており、今後の新たな運営の仕方地域と共に考えて

いこうと思っております。 

ご清聴ありがとうございました。 

＜会員感想＞ 

自分自身えちぜん鉄道の利用をしていない為、どんな状況か知る事が出来ました。福井の現状には必要とされるものがきちん

と存在し、その利用価値が大きくあるという事も初めて知ったように思えます。ロータリーの会員として地域と共に必要なもの

を残していく事の大切さを常に情報を取り入れ活性化に役立てる存在になっていきたいと思いました。  (文責 笹埜 博) 

 

先日三国にアーバンデザインセンターという地域活性化の為の試みを立ち上げようと話がありまし

て、福井銀行やリコー、東京大学の都市工学研究室などのところと話した事と照らし合わせてお話させ

ていただきます。私自身丸岡出身でありまして、丸岡には大変お世話になっている場所でございます。 

まずは会社の紹介からですが、えちぜん鉄道株式会社というものは平成１４年に出来、やっと１５年た

ち、その前は京福電鉄がやっておりました。事故で止まったわけですが、京福が出来た経緯なのですが、

１００年前に九頭竜川の電源開発を京都電都（関西電力の基の会社）がおこない、電気というのは作る

だけだと値打ちがなく当時は産業に使うという状況も少なく、そのため電気を引き勝山・大野まで電車

が引かれたのが始まりであります。当時は電車の長距離路線というのが昔は珍しく、非常に先進的な交

通として出来たというのが始まりです。 



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 
 

 

 

 

     

委員会報告                         ４月３日（月） 

4/2丸岡城桜まつり会場で開催しました。御協力いただきました１９名の会員の方、ありがとうございました。
カップルになった４組の方々は、笑顔で帰られていき、こちらも開催してよかったと 
思ったしだいです。今日も、気に入った人に連絡をとりたいとの電話を直接いただきました。 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 ２１名 
山下会長 金委員長解説よろしく。 

伊東様、本日は卓話ありがとうございます。 

杉本幹事 伊東様、本日卓話よろしくお願いします。 

金先生ロータリーの友解説よろしく。 

・伊東様、金会員、よろしくお願いします。 

 ⇒林田千之・下田・奥村・倉本・柿木・竹内・上屋敷・川上 

・自祝 

⇒中島・南・髙嶋・林田恒正・下村 

金    今日も「友」を宜しく 

倉田   本日、仕事の都合にて早退させて頂きます。 

水﨑   お城の桜開花あと一息です。来週は、見ごろになるでしょう。 

三寺   ボラコンの参加ありがとうございます。参加者の方にも感謝頂き 

ました。 

西出   昨日のボラコンお疲れ様でした。 

◆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 

4/3 ３７ ２７ ５ ３ ２ 77.14% 

【メーキャップ】 4/3～4/17 事務局受付分  

 4/2  ボラコン 協力者１９名 4/16  サッカー大会  ７名  

4/13  福井RC   倉田4/21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 

3/27 ３７ ３０ １ ４ ２ 88.57% 

 

 ◆寄付金の状況◆  ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 4月3日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 28,000円 893,000円 1,913,000円 

ロータリー財団 15,000円 533,400円 

米山記念奨学会 17,000円 487,000円 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者 １２名 
下田 金 奥村 山下 下村 倉本 倉田 水﨑 杉本 竹内 川上 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者 １３名 
中島 下田 金 奥村 山下 下村 倉本 倉田 柿木 杉本 竹内 川上 

竹澤 

 

ボラコン開催しました                 三寺社会奉仕委員長 

地区大会＆お花見懇親会 

 
その後、一筆啓上茶屋で、お花見懇親会を行いました。 

 

グローバル補助金事業 締結式              国際奉仕委員会 

4/9サンドーム福井にて、地区大会が開催されました。会員21名出席。 

グローバル補助金事業 『タイ津波被災地での教育環境向上プログラム』 

4/6 タイ・ﾊﾞｰﾝﾀｰﾑﾅﾑﾁｬｲ財団で事業締結式を行いました。山下会長・杉本・東角・松井 ４名出席 

今後の事業展開について、タクアパＲＣ・丸岡ＲＣ・ﾊﾞｰﾝﾀｰﾑﾅﾑﾁｬｲ財団・ＴＷＡ（読み聞かせの研

修機関）の４者間で、話し合いしました。 

①ＴＷＡがしっかりとした研修プログラムを持っており、実績をあげていた。 

②先生方も大変協力的、意欲的であった。 

③通訳をお願いしている現地の田口さんも大変まじめに取り組んでいただいている。 

現在、国際ロータリー財団よりの補助金申請の承認待ちですが、大きな事業になると思います。 

会員の皆さんのご理解ご協力お願い致します。 

 

タイスタディツアー高校生向け説明会開催        青少年奉仕委員会 

4/10 城のまちコミュニティセンターにて 第１回目 説明会を開催しました。 

丸岡高校生(３年生男子２名・２年生女子４名)・浦先生・保護者２名に対して、杉本幹事が挨拶・

東角青少年奉仕委員長が、旅程や、パスポート申請・海外渡航について説明しました。 

次回は4/25 16時より丸岡高校にて。 

４月度祝事は 
 ４/２１号へ 

 


