
 

   

平成２９年７月 ３日（月）第1900回例会 
祝事・新年度活動計画発表① 会長・幹事・理事役員 

平成２９年７月１０日（月）第1901回例会 
ロータリーの友（７月号）解説 
米山奨学金授与 

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 

7/16（日） 第42回ｳｲﾝｸﾞｶｯﾌﾟｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会     開会式 
 

平成２９年６月１９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１９日（月）第1898回例会 

19：00  開会点鐘 

故郷（ふるさと）斉唱 

会長の時間 

米山奨学金授与 王 丽琴 さん 

ﾛｰﾀﾘｰの友（６月号）解説 金雑誌広報ＩＴ委員長 

幹事報告・委員会報告 

19：30  閉会点鐘 

     クラブ協議会 

     『クラブ定款・細則の変更について』 

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 

 

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 

 

7/9 (日) 次年度 青少年交換担当委員長会議 

7/15(日) 福井ﾌﾞﾛｯｸ 米山奨学生集会及び懇親会 

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 

8/5 (土) 次年度 地区財団セミナー 

 

お知らせ

今後の予定



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

私の年度の例会は今日を入れて３回だけとなりました。 

飛行機で海外に出る際、タイには６時間かかりますが、時差の関係で時間は４時間しか経過しません。逆に帰り

は同じ６時間くらいかかるのですが時間は８時間も過ぎてしまいます。よって、世界一周をするときには西回りで

回った方が、時差ボケが少なく疲れないと聞きました。何が言いたいかといいますと、先日のタイのスタディツア

ーは行きも帰りも機中泊で、特に帰りは時差の関係でやはり体にこたえたということです。 

さて、タイのタクアパにあるバーンターンナムチャイ財団は２００４年のスマトラ島大津波で孤児となった子供

たちを受け入れるためにバンコクにあるドゥアンプラティープ財団が立ち上げた施設ですが、今回はその運営につ

いても話を伺えました。現在子供たちは１２０名が住んでいて、衣食住を一緒にしていますが、津波孤児以外にも

育児放棄や虐待された子供たちを受け入れており、運営のための財源はオーストラリアの「ハンズ・アクロス・ザ・

ウォーター」という慈善団体がその約８０％を支援しているそうです。（※ 口頭ではフランスで行われるような

自転車競技団体と言いましたが、真実はサイクリング等で募金を集まる活動を行うオーストラリアの慈善団体でし

た。）子供たちが大きくなり大学に進学する際も１年間の学費約６万バーツ、約１８万円や生活費を財団が奨学金

として支払い、その子が卒業し就職したら、給料を１～１０％を財団に寄付する約束をしているそうです。これか

ら子供たちが大きくなるので、その財源が心配だということでした。 

本日は、この後、林田千之職業奉仕委員会による職場訪問です。委員会の皆様よろしくお願いします 

幹 事 報 告 　幹　事　　杉　本　政　昭

来 簡 

≪ガバナー事務所より≫ 

①第14回韓日親善会議開催のご案内 

9月23日（土）グランドハイアットソウル 

②地区ロータリー財団セミナー 開催の案内 

8月5日（土）立命館大学 朱雀キャンパス 

★財団補助金を申請される際に必須となる 

「クラブ参加資格」取得の条件★ 

③ＲＡＣＮＥＷＳ（ラックニュース） 

≪他クラブより≫ 

①会報 福井北ＲＣ 

②武生府中ＲＣ 40周年記念行事参加御礼 

③ＩＭ報告書 第４組 ホストクラブ 平城京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RC 木 7/6 

 
ビジター受付のみ18：00～18：30 

福井水仙RC 木  6/22 

 

会 長 の 時 間 　会　長　　山　下　健　治

 

文部省唱歌の一つです。1914 年（大正 3 年）の

尋常小学唱歌の第六学年用で発表されました。 

≪本日のソング≫ 

故郷 （ふるさと）作詞／高野辰之 作曲／岡野貞一 

兎(うさぎ)追いし かの山 

小鮒(こぶな)釣りし かの川 

夢は今もめぐりて 

忘れがたき ふるさと 

 

如何(いか)にいます 父母 

恙(つつが) 無しや友垣(ともがき) 

雨に風につけても 

思い出ずる ふるさと 

ころざし)を 果たして 

こころざしを 果たして 

いつの日にか 帰(かえ)らん 

山はあおきふるさと 

水は清き ふるさと 

 



 

 

職場訪問例会                      職業奉仕委員会 

高椋コミセン 301号室にて例会前に昼食 

  

食事をとりながらの歓談で 

和やかな雰囲気です。 

「以前のお昼の例会のようで 

いいなぁ」との 

声もチラホラありました。 

 

小見山 出席委員長 

出席状況報告 

山下会長 例会挨拶 

  

杉本幹事 報告 

前川重雄 ニコニコ箱委員長 

寄付者の一言を丁寧に読み上げて下

さいました。 

バスにて出発 小林化工株式会社の現況 

2016 年に稼働を開始した清間第二工場

では、グラビティシステムの導入や包装

工程のロボット化による工程間及び工程

内のローコストオペレーションを追求

し、高品質なジェネリック 

医薬品の安定供給を実現 

しています。 

小林化工(株)社長 

小林広幸様にご挨拶を 

いただきました。 

社員の方より 

会社の事業内容等の説明がありました。 

工場見学の前に 

小林社長に山下会長 

より御礼 

林田千之 

職業奉仕委員長より 

今回の経緯と挨拶 



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                        ６月１２日（月） 

◆ロータリー財団◆ ◆米山奨学会◆  

６/１９の例会で、本年度の寄付金徴収は最終です。 

皆様最後まで、御協力よろしくお願い致します。 

         ≪倉本ロータリー財団委員長≫ 

 

◆寄付金の状況◆  ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 6月12日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 15,000円 1,014,000円 2,109,000円 

ロータリー財団 0円 601,400円 

米山記念奨学会 0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 

6/12 ３７ ２４ １０ １ ２ 68.57% 

【メーキャップ】 6/12～6/16 事務局受付分  

6/12 職場訪問（工場見学者） ２０名 

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 

5/29 ３７ ２５ ３ ７ ２ 80.00% 

 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者  ９名 

山下会長 タイ訪問、参加者の皆様ご苦労様でした。 

本日は、職業奉仕委員会のメンバーの方、 

よろしくです。 

杉本幹事 本日、申し訳ございませんが、所用の為、例会

のみの出席となります。 

よろしくお願いします。 

釣部   誕生日を自祝して。 

林田職業委員長 職場訪問ご苦労さんです。 

林田千之 職場訪問例会です。皆さんよろしく！ 

前川重雄 タイ・スタディツアーご苦労様でした。 

下田   妻の誕生日を自祝して。 

倉本   本日は小林化工Ｋ．Ｋ．見学楽しみです。 

 

倉田 ６/４に母が命終となりました。通夜・葬儀に際して、皆様 

には、大変お世話になりました。一昨日、初七日法要を営み

ました。有難うございました。 

水﨑 タイ国訪問 疲れましたが有意義でした。 

エレベーターで5階まで上がり、 

各階で、担当者様より詳しく説明頂きました。 
５～６人ずつの 

3班に分かれて見学 

６月度祝事 
会 員 誕 生 日 

6/1 釣部 会員 78 

6/1 納谷 会員 41 

6/6 笹埜 会員 43 

6/14 青池 会員 55 

 

結 婚 記 念 日 

6/1  竹内 会員 

6/12 三寺 会員 

 

会 員 夫 人 誕 生 日 

6/5  竹内 会員夫人   佳名子様 

6/15 下田 会員夫人   光子様 

6/16 髙倉 会員夫人   美智代様 

6/18 前川徹 会員夫人 久仁英様 

 

生産ラインが稼働しておらず、実際の工程

が見学できなかったのが、少し残念でした。 


