
 

  

平成２９年６月２６日（月）第1899回例会 

お疲れさん会   於：小松屋 

18:00～ 受付開始 
18:20～ 例会点鐘 
     今年度活動報告 各理事役員 
19:00～ お疲れさん会 

 

平成２９年６月１２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６月１２日（月）第1897回例会 

12：00  開会点鐘 

君が代・ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ（四つのテスト）斉唱 

会長の時間・祝事 

幹事報告・委員会報告 

12：30  閉会点鐘 

     食事 

13：10   小林化工株式会社ヘバスで移動 

職場訪問 
14：10   バス移動 
 

平成２９年６月１９日（月）第1898回例会 

ロータリーの友（６月号）解説 金雑誌広報ＩＴ委員長 
米山奨学金授与 王 丽琴さん 
クラブ協議会 
 

本日の例会 次回例会

今年度各委員会委員長へ 

 ⇒今年度活動報告書を提出ください ６/３０まで 

次年度各委員会委員長へ 

 ⇒次年度活動計画書を提出ください ６/２０まで 

 

7/1（土） 第11回ﾛｰﾀﾘｰｶｯﾌﾟ学童軟式野球大会  開会式 

7/2（日)                  閉会式 

7/9 (日) 次年度 青少年交換担当委員長会議 

7/23(日) 次年度 第１回青少年奉仕担当者会議 

7/29(土) 次年度 職業奉仕担当者研修会 

7/30(日) 次年度 会員増強・公共イメージ向上セミナー 

お知らせ

今後の予定



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

昨日は武生府中ＲＣの創立40周年に出席してきました。全国大会で優秀な成績を上げている武生商業高校吹奏

楽部の生演奏で「奉仕の理想」を歌いましたが、今までの私のロータリー人生で一番の優秀な演奏でした。その他、

地元青年の太鼓や越前市出身のシンガーソングライター「せりかな」の歌、姉妹クラブの台湾竹南ＲＣメンバーが

24名も来られるなど、大変若い人を中心とした明るい華やかな式典・懇親会でした。 

さて、先週の例会は無届欠席３名を含め１０名もの欠席者があり、せっかく柿木会員の息子さんの大変興味のあ

る卓話が聞けなかったことを残念に思います。本日の会報には卓話の内容の他、質疑応答や道木会員の感想にも大

変ほのぼのとした親子関係がわかる記事が出ております。 

また、先週の例会でのニコニコ箱で今年度の累計が２００万円を突破しました。今年は予算額１８０万円を大き

く突破し、皆様のご協力と前川ニコニコ箱委員長、委員の皆様のご尽力に厚く御礼申し上げます。さらに、財団の

年次寄付も日本円で６０万円を超える勢いで、今年度は後半円安になっているものの、あと5万円程度で３年ぶ

りに6000ドルを超えてもらいたいと期待しています。米山も例年並みの寄付を頂いており、倉本、青池両委員

長、委員の方に深く感謝申し上げます。 

会報の話題から、水崎会員増強委員長が前回の例会でのお願いが掲載されています。本年度は５名の新会員の入

会をいただきましたが、実は今年度６月末をもって高嶋会員ともう１名青池会員が退会することとなりました。よ

って本年度退会者は４名となったことで、あと１ヶ月改めて新入会員の勧誘を頑張りたいと思っています。是非皆

様のご協力お願いします。 

最後に、先週会長の時間に定款細則等の改訂についてもお話ししましたが、会長の時間の記事、特に最後の5

行を是非熟読してください。 

 

幹 事 報 告 　幹　事　　杉　本　政　昭

来 簡 

≪ガバナー事務所より≫ 

①2017 学年度 米山奨学生京都祇園祭体験会 開催のご案内 

7月14日（金） 12：30～18：00 

②ロータリー親睦活動月間 リソースご案内 

③次年度 会員増強・公共イメージ向上セミナー案内 

7月30日（日）13:00～17：00 京都商工会議所 

④クラブ定款・細則の改訂状況に関するアンケート協力依頼 

⑤2016-17年度RI会長賞に関して 

⑥次年度 青少年交換担当委員長会議の案内 

7月9日（日）13：00～16：00 京都リサーチパーク 

⑦次年度「職業奉仕担当者研修会」開催の案内 

7月29日（土）13:30～16:30メルパルクＫＹＯＴＯ 

⑧次年度 第１回青少年奉仕担当者会議の案内 

7月23日（日）13：30～16：30メルパルク京都 

 

≪他クラブより≫ 

①会報  島原南ＲＣ 

≪その他≫ 

 

ビジター受付のみ12：00～12：30 

福井RC 木 6/29 

福井東RC 月 6/19 

福井西RC 金 6/30 

福井あじさいRC 金 6/30 

三国RC 金 6/30 

武生RC 火 6/20 6/27 

敦賀西RC 木 6/15 

 

ビジター受付のみ18：00～18：30 

福井水仙RC 木  6/22 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火  6/6 

 

会 長 の 時 間 　会　長　　山　下　健　治

 

≪他クラブより≫ 

①会報  島原南ＲＣ 

②第11回ﾛｰﾀﾘｰｶｯﾌﾟ学童軟式野球大会 三国ＲＣ 

 三国球場 開会式7/1（土） 閉会式7/2（日） 

≪その他≫ 

 
第１回 2017-18年度理事会 議事録           ５月２９日（月） 

【協議事項】    

①７月例会プログラムについて  

全会一致で承認 

②7/24新理事会役員披露会について 

時間帯一部修正し承認。                     

③出席免除会員について 

会員に通知する。 

④誕生日のプレゼント品について 

山下直前より、誕生日プレゼント品２～３千円の予算で、 

考えて欲しい。会長幹事が親睦活動委員長に一任。 

婦人誕生日のプレゼントについて、会長・下村理事・林田

恒正理事より、「ロータリークラブは、ご婦人の協力が必

要ですから、会員の誕生日プレゼントと一緒に考えてくだ

さい。」との意見。   一任。 

一任。 

 

７月プログラム 

日  時 内  容 

7/ 3（月） 祝事 2017-18年度活動方針発表① 

7/10（月） 
卓話：ロータリーの友（７月号）解説  

米山奨学生（王丽琴さん）奨学金授与 

7/17（月） 祝日（海の日）にて休会 

7/24（月） 新役員理事披露会  小松屋にて 

7/31（月） 2017-18年度活動方針発表② 

 



 

 

島原南ＲＣ３０周式典参加報告 

『 島原南との歴史的背景 』 山下 健治 会長 

島原南RCの３０周年に伺いました。島原南RCと丸岡RCが姉妹クラブ提携をした理由を、歴史的な事

から話し致します。姉妹クラブ提携になったきっかけ等は林田千之会員のほうからお話頂きます。 

 長崎県は細長い県で火山が多く、福岡から佐賀県に回って長崎半島の付け根の諫早まで高速道路が繋が

っており、福岡から九州自動車道で南へ久留米鳥栖ジャンクションまで行き、そこから長崎自動車道に分

かれ諫早まで行けるのですが、そこから雲仙を通り、日野江城と書いてあるあたりが南島原です。 

  南島原というのは肥前有馬家の所領であり、長い歴史がありますが、晴信・直純・康純・清純と続き、清純という大名が１

６９５年に丸岡城の城主になったという所が丸岡との結びつきであります。 

原城の南にある口之津という場所に有馬家が栄えた貿易港があったと言われております。唐やポルトガルなどと国交があり、

その様な事からキリスト教徒の布教が始まり、キリスト教が広まっていきます。 

有馬晴信は、岡本大八事件を起こし事件をきっかけに幕府から反感を買い、お家取り潰しとなりました。その後、晴信の息

子、直純が１６００年に１５歳で親元を離れ駿府城で徳川家康の側近として仕えます。父の所領を受け継ぎ１６１４年に日向

延岡に移ります。有馬家が去ったあと松倉という藩主が、農民を苦しめて島原城に多くの金をかけ、年貢の取り立てなども厳

しくなり、その後島原の乱が起こります。島原の乱の際に農民たちは、有馬家が残した原城に、37,000人で立て籠り、天草四

郎率いる日本最大の一揆となりましたが、延岡に移った有馬家が元の所領の農民を討伐したことが厳しい時を表しているよう

です。その後、有馬清純が延岡でも一揆が起った責任を負われ１６９２年の糸魚川に移り、その３年後１６９５年に丸岡城に

移りました。それまで本多家が治めていたのですが、有馬家に替わったそうです。 

 有馬町には林田さんという名前の方が多くいました。昔を辿っていくとメンバーにいる林田さんと繋がりがあるのではない

かなと、思いもあります。 

 
『 姉妹クラブ締結の経緯 』 林田 千之 会員 

山下会長から報告の機会を頂いてありがとうございます。 

１９９５年４月に私が会長をしている時に島原南RCと姉妹クラブを結んでおります。それ以前に丸岡 RCもど

こかのクラブと姉妹クラブを結ぶべきだと話がありました。幹事が池端さんの時に台湾の中壢という場所に姉

妹クラブとしてどうかと訪問をしております。姉妹クラブを結ぼうかと報告したところ、会員から台湾にいつ

も行くのは難しいと意見が出ました。それでその話がなくなったわけです。 

 どこかのクラブと姉妹クラブを結ばなければいけないと、歴代の会長を含め、話が上がりましたが中々決まらず、私が会長

の時に、南有馬町の町長さんより手紙が来まして、築城 400 年の記念祭を行っており、どこかと姉妹都市を結ぶという話にな

り延岡から移ってきた末裔が丸岡に１５０件ほどありますと延岡と姉妹都市を結んだわけです。その何年か後に島原南RCと姉

妹クラブを結ぶわけですが、最初はゆかりのある丸岡町と南島原市とで、姉妹都市を結びたかったらしいのですが、丸岡町は

二つも姉妹都市を結ぶわけにはいかないとなり、姉妹クラブの話も出ていたので良いご縁ではないかと理事会で報告させて頂

きました。理事会で、姉妹クラブの了承を得ました。当時大川さんを実行委員長として姉妹クラブ結びました。 

 姉妹クラブを結ぶにあたって、セッションをするのですが、当時の島原南の池永会長に姉妹クラブの連絡をさせて頂き、池

永会長はご不在でしたが偶々池永会長のお宅に一筆啓上の本が置いてあり、電話に出られた奥様が非常に快くお話を聞いてい

ただきまして、池永会長にご報告して頂き、何度か足を出向きお話が決まり 

ました。そのようなご縁もあり、締結を５年に取り決め、現在では２０年以 

上経ちます。以上、島原南と姉妹クラブ締結に至ったわけであります。 

＜会員感想＞ 

島原南RC と丸岡RC との姉妹クラブという話がどのように繋がっているのか不思議でしたが、大きな歴史の中で起こってい

た様々な事柄から辿り着いていく筋が見えて驚いております。自分の家の歴史を考えたことがなかったので遡ってみるのも面

白いかもしれません。丸岡と島原南大きく長い歴史の中で動いた関わり合いが、現代の場所で RC の姉妹クラブとして繋がっ

ているという楽しさを知り、非常に心が動いた卓話の時間でした。                 （文責 笹埜 博） 

 

 



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                        ５月２９日（月） 

◆ロータリー財団◆   寄付者 １０名 

釣部 林田千之 下田 金 山下 下村 倉本 杉本 

松井 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者 １１名 

釣部 林田千之 下田 金 髙嶋 山下 下村 倉本 

水﨑 杉本 松井 

 

◆寄付金の状況◆  ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 5月29日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 16,000円 999,000円 2,094,000円 

ロータリー財団 13,000円 601,400円 

米山記念奨学会 14,000円 561,000円 

 

◆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 

5/29 ３７ ２５ ９ １ ２ 71.43% 

【メーキャップ】 5/29～6/9 事務局受付分  

6/1 武生府中RC 柿木 5/29分   6/6 福井ﾌｪﾆｯｸｽRC 下田 未定  

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 

5/22 ３７ ２４ １ ９ ３ 73.53% 

 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 １１名 

山下会長 来週は休会ですので、例会は残り３回となりま

した。最後までよろしく。 

杉本幹事 山下会長・林田千之さん 卓話よろしくお願し

ます。 

釣部   欠席が続きましてごめんなさい。 

林田千之 都合で次年度理事会が今日になりました。 

次年度理事役員のみなさんよろしく。 

北    島原南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ３０周年式典に参加された皆 

様お疲れ様でした。 

下田   段々暑くなってきました。昨日、陶芸祭りに 

行って来ました。 

金    次年度職業奉仕委員会の皆様、本日は、委員会

ご苦労様でした。出席できず申し訳ありません

でした。 

倉本   山下会長 林田千之会員 島原ロータリー 

３０周年式典報告有難うございます。 

 

水﨑   柿木佑介様 卓話ありがとうございます。 

前回の西出さんのお話を聞けなかったのが、 

残念です。会報を読んで、立派な仕事をしてい 

る様子がわかりました。 

水﨑  山下年度も大詰めですね。あと１ヶ月頑張りましょう。 

松井  山下会長・林田千之会員 島原の報告よろしくお願いします。 

竹澤  山下会長・林田千之さん 卓話よろしくお願いします。 

地区委員長会議出席報告             釣部ロータリー情報委員長 

5/27（土）京都ホテルオークラにて 2017-18年度「クラブロータリー情報委員長会議」に出席しました。 

次年度に向けた新入会員への効果的なロータリー情報提供方法の検討会でした。 

会議の目的：「新入会員が立派なロータリアンに育ってもらうために」 

①各クラブで取り組んでいる情報活動について意見交換する。 

②効果的にロータリー情報提供をするにはどうすればいいか、現在の問題点はなにか、などについて、参加者

全員による討論と意見発表を行い、クラブでの今後のロータリー情報活動の活性化を図る。 

③クラブの大小による運営の違いを念頭に、規模別にグループ分けをし現実に即した、実効性のある意見交換

をはかる。 

タイスタディツアー                   青少年奉仕委員会 

6/2 ＰＭ5：30～ 丸岡支所前にて出発式を行いました。お見送り・お

出迎えにいらして下さった会員の皆様ありがとうございました。 

 
ﾀｸｱﾊﾟﾊﾞｰﾝﾀｰﾑﾅﾑﾁｬｲ

孤児院・小学校 2

校・ﾊﾞﾝｺｸﾌﾟﾗﾃｨｰﾌﾟ

財団を訪れ、活動し

てきました。報告会

は後日開催します。 


