
 

  

4/ 2(日) ボランティア婚活（丸岡城 桜まつり会場） 
      担当：社会奉仕委員会 

4/ 6(木) 国際交流事業基本調印式（タイ・タクアパＲＣ）  
山下会長以下３名訪タイ  

4/16(日)  地区職業奉仕「講演会」（京都） 
      林田千之職業奉仕委員長 参加予定 

4/16(日) U-9坂井市少年サッカー大会（丸岡ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ） 
      担当：青少年奉仕委員会  

4/30(日) 地区研修・協議会開催（京都） 
次年度理事出席 

平成２９年３月２７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３月２７日（月）第1889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 

三国ＲＣ（合同例会ＰＲ） 

幹事報告・委員会報告 

新入会員卓話 関山 雄士 会員 

『アドラー心理学を知る』 

20：00  閉会点鐘 

平成２９年４月 ３日（月）第1890回例会 

祝事・ロータリーの友解説（４月号） 金 会員 

外部卓話 えちぜん鉄道 専務取締役 伊東 尋志 様 

『地方創生について』（仮） 

 

本日の例会 次回例会

お知らせ

今後の予定

平成２９年４月１０日（月）振替休会 
⇒４月９日（日）地区大会（サンドーム福井） 

地区大会終了後、一筆啓上茶屋にて花見懇親会 

平成２９年４月１７日（月）第1891回例会 
新入会員卓話 納谷 隆俊 会員 

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

平成２９年５月１３日（土） 

島原南ＲＣ ３０周年記念式典 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

今日は三寺会員に「いじめについて」という卓話をお願いしていますが、長畝の海道電気の海道さんに応援をお

願いしているということで海道さんもお見えです。後ほど三寺さんと一緒に卓話をお願いいたします。 

さて、３月３日に坂井市地方創生特別講演会が開催され、えちぜん鉄道、福井信用金庫、リコージャパン、福井

銀行の４つの民間企業が行なっている地方創生に向けた活動報告後に、東京大学の西村幸夫教授による「坂井市に

おけるこれからのまちづくり」の講演がありました。 

西村先生は、三国町とのお付き合いが長く、三国會所の前身である「みくに歴史を活かす街づくり推進協議会」

が、平成１８年にこの西村先生をお招きして「街並み塾」という勉強会を開催して以来、毎年招聘して三国独自の

まちづくりを指導されてきた方です。三国會所では、国の歴史と文学を検証し、文学碑を建立したり、その後、三

国湊帯の街流しなどのイベントを開催したり、３年前から町内の空家調査を始め、旧森田銀行などの歴史ある旧家

の管理や６軒の空き家をリノベーションして、ゲストハウスに改修して活用するなど歴史を活かした地域づくりを

行い、その活動が評価され、今年総務省が主管する「ふるさとづくり大賞の総務大臣賞」を受賞しました。その賞

金が5,000万円と聞いて大変ビックリしています。 

三国會所のメンバーの話では、この人がいなかったら今の活動には至っていなかったというほど、研究熱心で的

確な指導を頂いたということですが、西村教授のお話で興味深かったのは、三国のあの狭い道幅を作ったのはこれ

まで住んできた人々の歴史であり、ハレの日である三国祭を活かすための道幅であり、空間としての街の個性を発

見し、それを大切にすることが大事だと言われたことでした。 

三国に対してこの丸岡は、地震で街も道路も整備されてしまっていて、その中で現在色々と活性化案が議論がさ

れていますが、その一つに丸岡城外堀の復元という街づくりの活性化案が出てきております。市民が望む街の活性

化案でもこの復元案が採択され、これに予算が付くかどうか審議されているということです。我々ロータリーアン

としても、次世代、次々世代に何を残すべきか、何が必要なのか、真剣に考える時が来ているのではないかと思い

ます。 

 
幹 事 報 告 　幹　事　　杉　本　政　昭

来 簡 

≪ガバナー事務所より≫ 

①第１８回ロータリー国際囲碁大会のご案内 
日 時 2017年6月3日（土）15：00  
会 場  台湾・桃園市大溪区の蘿莎會館(Rosa Garden) 

参加料 15,000円 
②【米山奨学生】オリエンテーション・懇親会 開催のご案内 
日 時 2017年4月23日（日）メルパルク京都 

≪他クラブより≫ 

①敦賀RC 創立６０周年記念例会・祝宴 招待状 
日 時 2017年5月14日（日）  
会 場  ニューサンピア敦賀 

 
≪その他≫ 

   

   

ビジター受付のみ12：00～12：30 

福井RC 木 4/13 

福井あじさいRC 金 4/14 6/30 

三国RC 金 3/31  4/21  6/30 

武生RC 火 4/11,25 

武生府中RC 木 3/30 

敦賀西RC 木  4/6 

大野RC 水  4/5,12 

 

ビジター受付のみ18：00～18：30 

福井水仙RC 木  4/6 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火  6/6 

 

会 長 の 時 間 　会　長　　山　下　健　治

 

ボラコンへの協力依頼                 三寺社会奉仕委員長 

タイ国スタディツアーについて            東角青少年奉仕委員長 

4/2 ボランティア婚活について 

 女性の参加者が若干足りないので、ご紹介よろしくお願い致します。 

 

国際奉仕委員会の事業と同時に行う、丸岡高校生参加のタイ国スタディツアーについて 

3/14（火） 丸岡高校にて参加希望者に向けての説明会を行います。 

希望者が多数です。その中から３名を選抜する予定です。 

⇒3/22（水）希望者の作文審査・面接を実施しました。 

 結果：１年生４名（女子）２年生２名（男子）に決定しました。 

 また、メンバーの参加者の募集も同時に行います。 

      ⇒3/23（木）会員各位に向け、案内を送付しています。ご覧いただき、ご参加下さい。 

 



会員卓話                       プログラム委員会 

『 いじめについて 』              三寺 康信 会員 

                     ゲスト 海道 様 

《三寺会員より、アンケートの結果等のいじめについての現状報告》 

全体の25％くらいの子がいじめられている。 

いじめに対してアンケートを取った結果のデータを見ると 

①いじめられる理由 

１番目はおとなしい子がターゲットとなります。内気な人・無口な人・静かな人・対人

関係が苦手な人がターゲットとなっています。 

2番目は動きが遅い・不潔などの外見的な事です。 

3番目が約束をやぶった・嘘を付いた・悪口を言った・ういているなどの行動面です。 

4番目が変わっている・わがままな人などの性格面です。 

ただこれらを見ていると明確な理由もなく、何でもいいやと言う感じです。 

②いじめの内容 

悪口・仲間外れ・.陰口・からかい・無視などがあります。今も昔も内容は変化なく、孤立させて差別するというやり方です。 

新たないじめとしてネットの書き込みによるいじめ。 

その他には、犯罪まがいの恐喝・暴力があります。 

“からかい”が危険です。理由は、からかいをする子は 

非常に人気者で明るい子が多いです。 

友達をからかって笑いを取り勘違いしてしまい、エスカレートしていじめとなっていく。“からかい”が危険であることを知

っておいて下さい。 

③いじめられた時の対処法 

１番目が我慢している。ほとんどの子が我慢し

ているのです。2番目が両親に相談する。3番目

が先生に相談する。次に自分で解決・友達相談・

逃げたとなっています。 

我慢するが一番となっていますが、なぜ両親に相談しないのか？と聞くと親に心配を掛けたくないと親を思う心がある。ま

たカッコ悪い・仕返しが怖いと言う理由からです。 

では現実な解決方法ですが、先生・親・友達・先輩などですが、第三者が入る事により1/3のいじめが解決しています。 

④いじめをする 

いじめをした事がありますか？との質問では、1年生が26％、2年生13％、3年生8％がいじめた事があると答えています。

いじめた人との関係ですが、仲が良かった人・仲が悪かった人・普通の関係の人・ほとんど関係ない人の順となっています。 

⑤いじめた理由 

1番目は、腹が立ったから。2番目は、友達に誘われたから。3番目は、なんとなく。4番目は、面白そうだったから。 

⑥いじめた経験についてどう思ったのか？ 

1番目は、面白かった。2番目は、スカッとした。3番目は、いい気味だった。4番目は、可哀想だったなどの順番です。 

子供達は、罪悪感があるので、少しでも早く対応出来ればいじめが無くなるのではないかと思います。 

⑦問題点について 

いじめがあった時、先生は、被害者と加害者を合わせて話し合いをして解決する方法を行う事が多いらしいのですが、これ

では子供達は、仕返しが怖いと、相談しないのが現状です。また、先生が上司に.相談しないのも問題です。それと学校内

で問題を抑えようと、保護者に報告しない事も問題です。さらに問題はモンスターペアレントです。先生も逆に言えなくな

っています。 

 本日は三寺会員のサポートとして長畝在住の海道さん（三寺会員とは青年会議所での仲間）をお招きし、

いじめ問題を解決した実体験をお話しいただきました。 

 
＜会員感想＞ 

いじめは、大きな社会問題の一つですが、度々いじめにより、自ら命を落としたニュースを聞くといつ

も胸が痛くなる気分になります。私も内気でおとなしい性格ですので、子供の頃、そして、社会人にな

ってからもいじめは受けましたし、我が子もいじめを受けていたような時がありました。子供の場合、

子供と日々会話を交わす事が大事かなあと思います。（それが、なかなか出来ないのですが）まずは、家

族・先生等、廻りの人達がいち早く変化に気付く事ではないかと思います。気付いたら話し掛け、真剣

に相談にのる事だと私は思います。いじめの無い社会が来ることを祈ります。 （文責 青池 進） 

 



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                        ３月１３日（月） 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 １６名 
山下会長 三寺会員、本日は本日は卓話よろしくお願いし 

ます。今日は、例会終了後どっとこむに飲みに 

行きます。時間のある方は、是非お越しください。 
但し、割勘です(*^_^*) 

杉本幹事 三寺様、本日卓話よろしくお願い致します。 

釣部   三寺会員、卓話御苦労様です。 

林田千之 三寺君、楽しみです。 

前川重雄 三寺さん、卓話ご苦労様です。 

下田   三寺会員、卓話ご苦労様です。 

金    欠席が続きました。 

東角   先日の母の通夜・葬儀に際しては、多くの方の 

お参り頂きありがとうございました。 

倉本   三寺様、本日は会員卓話ありがとうございます。 

水﨑   三寺さん、卓話楽しみです。 

柿木   三寺さん、海道さん、卓話よろしくお願いします。 
 

◆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 

3/13 ３７ ２８ ４ ３ ２ 80.00% 

【メーキャップ】 3/14～3/27 事務局受付分   

 

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 

3/6 ３７ ２４ ２ ８ ３ 76.47% 

 

 
◆寄付金の状況◆  ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 3月13日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 29,000円 837,000円 1,337,000円 

ロータリー財団 12,000円 506,400円 

米山記念奨学会 13,000円 456,000円 

 三寺  本日卓話宜しくお願い致します。 

松井  三寺会員、卓話よろしくお願いします。 

道木  三寺さん、卓話ご苦労様です。 

上屋敷 三寺さん、会員卓話よろしくお願いします。 

竹澤  三寺君、今日はよろしく。 

息子が大学院（神戸大）に合格しました!(^ )̂! 

◆ロータリー財団◆   寄付者   ９名 
釣部 下田 金  山下 倉本 杉本 松井 
道木 竹澤 
◆米山奨学会◆     寄付者 １０名 
釣部 下田 金  山下 倉本 水﨑 杉本 
松井 道木 竹澤 

 

『丸岡城天守を国宝へ』 応援しましょう！  ⑧ 

懐かしい丸岡城 古写真集 その２                    （坂井市丸岡観光協会公式サイトより） 

 

天保７年（１８３６）頃の丸岡城周辺図 天保７年（１８３６）頃の鳥瞰図 明治 16 年の丸岡城と内堀。各種門や
石垣、樹木が売り払われ、城の天守閣
のみ残りました。（現在の文化振興事
業団事務所から撮影したもの） 

 

明治３４年の丸岡城改修の時の
記念写真 

明治４２年頃の水を湛える内堀
（現在の丸岡町図書館付近から
撮影されたもの） 明治 42 年９月皇太子殿下（大正

天皇）行啓記念 


