
 

 

  

平成２９年９月１１日 発行 

平成２９年９月１１日（月） 第 1908回例会 

19：00  開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 奉仕の理想 斉唱 

会長挨拶 金 定基 会長 

入会式  宮谷正志 会員 

米山奨学金授与 (９月分) 王丽琴さん 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

①2016-17年度財団補助金 年次財務調査の報告 
②研修会 RLIパートⅢ 案内 
③2018-19年度 2650地区 主要行事予定 

≪他クラブより≫ 

  ①会報・活動報告書 島原南ＲＣ 
≪その他≫ 

①國神神社 秋季例祭式典 案内 
 10月 15日 10：00～ 
②ウイングカップお知らせ 
 10月 15日 8：30～ 

委員会報告 

  ①例会出席報告 

②ニコニコ箱・ﾛｰﾀﾘｰ基金 本日の寄付報告 

19：30  クラブアッセンブリー 

       『ガバナー公式に向けて   

木村ガバナー補佐をお迎えして』 

20：00  閉会点鐘 

 

 

        

 

 

本日の例会  

平成２９年１０月 ２日（月）第 1910回例会 
祝事・ロータリーの友（１０月号）解説 

山岸雑誌・広報・ＩＴ委員 

米山奨学金授与 (１０月分) 王丽琴さん 

平成２９年１０月 ９日（月）祝日の為 休会 

平成２９年９月１８日（月）祝日の為 休会 

平成２９年９月２５日（月）⇒ ２２日（金）
第 1909回例会 

ガバナー公式訪問  三国観光ホテルにて 

１２:３０～１３:３０ 例 会、ガバナーアドレス 

 １３:４０～１４:４０ 会長・幹事・役員懇談会 

  ９月２５日（月）はお休みです   

 

 

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

今後の予定  

次回の例会  

ビジター受付のみ 12：00～12：30 

福井あじさい RC 金 9/29 10/20 

福井 RC 木 9/14 

福井東 RC 月 9/25 

福井南 RC 火 9/12 

福井北 RC 金 9/15,27 

武生 RC 火 9/19 

武生府中 RC 木 9/28 

鯖江 RC 金 9/15 

三国 RC 金 9/15 

敦賀西 RC 木 9/14,21 

大野 RC 水 9/20 10/11 

 
ビジター受付のみ 18：00～18：30 

福井水仙 RC 木 9/28 

 



 

金 定基 会長挨拶                              ９月４日（月） 

 ９月に入ってようやく少し秋の気配が感じられるようになってきました。こんなに秋の訪れが待

ち遠しい年はかつてなかったような気がします。 

さて今日は、今年の「友」４月号に掲載された‘０７～０８年度 RI 職業奉仕委員会委員 廣畑

富雄氏の「職業奉仕、職業サーヴィスを考える」から、一部抜粋してご紹介いたします。 

『一般に職業奉仕は分かり難いと言われている。例えば、医師の無料診療や弁護士の無料相談な

どと誤解され、「奉仕活動は」無料だと理解するからである。職業奉仕という概念が理解しにくいのは、Vocational 

Service を職業奉仕と訳したためであろう。元来「サーヴィス」という概念は、奉仕よりずっと広い概念で、相手

をおもんぱかり相手のためになる行為と言う事である。英語の「サーヴィス」に無料という概念はない。 

職業を通じたサーヴィス、端的に言えば、相手に対し、思いやりの心をもって接することを言う。より正確には、

関係するすべての人への思いやりである。アーサーF シェルドンは、このやり方でビジネスをすれば、長い目で見

れば、永続的な顧客を獲得し、成功への道に通ずるという。ここから有名なロータリーの二つの公式標語の一つ、

He Profits Most Who Serves Best.「最もよくサーヴィスする者、最も多く報いられる」が生まれる。現在この He

は One に変えて使われる。』 

「Profit」は「（お金が）儲かる」の意味でありますが、敢えて単語を変えずにロータリーの歴史の中でその意味

は発展的に拡大解釈され、「（人として何物にも代えがたい）喜びを得られる」の意味を込め「報いられる」と訳さ

れているのではないかと思います。 

 

第４回 理事会 議事録               ９月４日（月）  

【協議事項】    

①１０月例会プログラムについて【東角クラブ管理運営理事】 

全会一致で承認 

②ＩＭ新聞広告について【金会長】 

会長より、林田幹事に説明を指示。 

林田：福井北 RC より別紙通り案内があり、過日の会長・幹事

会の雰囲気などを加え説明。 

山下：ＲＣの一般への告知には、有効な手段で良いと思う。 

林田（恒）：そうではあるが、費用については、会員数割で費

用負担が条件である。 

会長：趣旨には賛成であるが、各クラブで同額では反対という

ことでよろしいか。 

出席理事、同意。 

【報告事項】    

①7.24新理事役員披露会決算について【東角ｸﾗﾌﾞ管理運営理事】 

 

 

１０月プログラム 

日  時 内  容 

10/2（月） 

祝事  

ロータリーの友（１０月号）解説 下田会員  

米山奨学生（王丽琴さん）奨学金授与 

10/9（月） 祝日の為 休会 

10/16（月） 

⇒ 

10/17（火） 

山中ＲＣとの合同例会 

ホスト：山中ＲＣ 

10/23（月） 
タイスタディツアー報告会 

     丸岡高校生＆参加会員 

10/30（月） 

⇒ 

10/28（土） 

ＩＭ５組  アオッサにて 

ホスト：福井北ＲＣ 

 

日時：2017.7.24
会場：　小松屋
担当：親睦活動委員会

会費 178,000 飲食費 小松屋 196,398

　会員 5,000 18 人 90,000 コンパニオン 30,000

　理事 8,000 11 人 88,000 余興 20,000

ご祝儀 15,000

親睦活動費より 53,398

246,398 246,398

2017～2018年度　 新理事役員披露会   決算書

収　　　　　入 支　　　出



  

『ロータリーの友（９月号） 解説』  

         下田 重道 雑誌広報ＩＴ 副委員長 

 

 
○ RI 会長メッセージ（3Ｐ） 

・誰もが楽しめるトロント、きれいで、安全で、人に温かいだけでなく、オンタリオ

湖沿岸やおいしいレストラン、他では見られないような博物館、それに探索するの

も楽しい見どころがたくさんあり、訪問するのに素晴らしい場所です。2018 年トロ

ント国際大会では、インスピレーションを至る所で発見できることでしょう。 

 ○ 正念場を迎える「ロータリー希望の風奨学金」（36P） 

・ 2017 年 3 月には、大学や専門学校を卒業し、43 人が社会人として新たな道を歩き始めています。 

・ 卒業生は 163 人を数えました。      ・第 2650 地区累計支援金 208,141,087 円 

○ ニューヨークから被災地へ！心のケア事業（40P） 

・ 7 月 2～7 日、3.11 被災者と 911 家族会に心の交流を東北各地でおこないました。 

・ 今回は郡山西 RC が実施クラブ、アメリカ・ニュージャージー州イングルウッド RC が援助クラブとなり、

第 2650 地区と奈良 RC が資金援助するという異例の形で承認されたグローバル補助金事業。 

○ ロータリー米山奨学記念事業の基礎知識（42P） 

・ 当奨学会は寄付金の「税額控除」適用法人であり、確定申告の際に「所得控除」か「税額控除」のどちらか

有利な方を選択することができます。税額控除は寄付額の約 40％の金額が所得税額から控除されるもので、

所得控除よりも控除額が大きくなることがあります。 

○ NEW GENERATION（48P） 

・ 会社を大きくしたい ローターアクト 吉野孝太郎 

・ 世界のリーダーを目指して 元青少年交換学生 田端頌子 

○ いじめのない社会をめざして（81P【4P】〜） 

・ 私たち大人がもっと、いじめ問題を正しく理解し、真剣に向き合い、子どもたちと一緒に取り組むことがで

きれば、少なくとも今よりもっと多くの子供たちが、救われるはずです。どうか皆さんのお力をぜひお貸し

ください。 

○ 一機当千の女性メンバーがひしめく（76P【9P】〜） 

・ 東京中央新 RC は、女性が 40 人で男性は 9 人だけのクラ 

ブです。親クラブのほうは会員が 210 人という大クラブ 

だが、女性メンバーはいない。 

○ 友愛の広場（72P【13P】～） 

・ 再来日した青少年交換奨学生 

・ 新しい定義で結成ロータリー学友会 

・ カトマンズで日本に出合う 

○ 私の一冊（67P【18P】～） 

・ 「ひといちばい敏感な子」「虹色のチョーク 働く幸せを実現した町工場の奇跡」 

○ ラオスの子どもたちと共にこの 10 年（63P【22P】） 

・ 小松東 RC は会員数 34 人、10 年前にヴァンカム村の幼保園、5 年前にはポンサイに第 2 幼保園を建設。2

年に一度、両幼保園から保育士 2 人を招き、会員が運営する保育園で研修してもらう活動も続けています。 

○ びわ湖畔に響く歌声（56P【29P】） 

《会員感想》 

 ロータリーの友ではいつも、各地域で色々なロータリー活動が行われていることに感銘を受けます。 

30 分という短い時間の中で、要点を的確に新聞記事も交えながら解説して頂きました。 

下田会員ありがとうございました。                       （文責 竹内 伸一） 

 

卓 話                        ９月４日（月）  



丸岡ロータリークラブ 
会員数：３５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 
公共イメージ委員会 委員長―下村晴夫 会報委員会 委員長―瀬野友伸 副委員長―笹埜 博 

委 員―倉田教信 竹内伸一 前川 徹 

川上純幸 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者 １４名 
釣部 林田千之 北 下田 金 林田恒正 東角 

下村 倉田 水﨑 竹内 松井 川上 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者 １２名 
釣部 林田千之 北 下田 金 林田恒正  

下村 倉田 竹内 松井 川上 竹澤 

◆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 

9/4 ３４ ２８ ３ １ ２ 87.5% 

【メーキャップ】 9/4～9/8 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 

8/28 ３４ ２５ １ ６ ２ 81.25% 

 

 ◆寄付金の状況 ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 9 月 4 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 30,000円 160,000円 625,000円 

ロータリー財団 17,000円 115,000円 

米山記念奨学会 16,000円 113,000円 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 １３名 
金会長  待ち望んだ秋の“けはい”本当にうれしく思います。 

林田幹事 会員、夫人誕生日にはニコニコよろしくお願いします。 

     奥村さん 復帰おめでとう！ 

釣部   下田会員 ﾛｰﾀﾘｰの友解説よろしくお願いします。 

下田   「ロータリーの友」今日は担当です。 

奥村   ４か月ぶりに戻ってきました。その間皆さんには、ご
迷惑をお掛けし申し訳ありませんでした。つくづく「健
康を維持する」大切さ、ありがたさを身を持って感じ

ています。今後は、焦らず、慣らし運転しながら、活
動していきたいと思います。 

山下   奥村さん ご回復おめでとうございます。 

下田さん 本日は御苦労さまです。 

東角   皆様お疲れ様です。早くも秋になりました。皆さんが
んばりましょう！ 

下村   下田副委員長 ロータリーの友の解説御苦労様です。
奥村会員 お久しぶりです。大変でした。 

倉本   奥村会員様 全快おめでとう。下田会員 ロータリー

の友解説ありがとうございます。 

倉田   下田会員 ロータリーの友解説有難うございます。 

水﨑   今日は一三夜あたりで、月がとってもきれいです。 

杉本   本日、申し訳ございませんが、途中退室致します。 

 

      

委員会報告                     ９月４日（月）  

竹内   下田会員 本日のロータリーの友解説よろしくお願いします。 

松井   下田会員 ロータリーの友解説よろしくお願いします。 

上屋敷  下田さん 友の解説よろしくお願いします。 

     昨日は、娘の２才の誕生日でした。まだまだがんばって働きます。 

川上   下田さん ロータリーの友解説よろしくお願いします。 

竹澤   下田さん 友の解説よろしくお願いします。 

     奥村さん お待ちしてました。 

 

９月度祝事 

結 婚 記 念 日 

9/7  杉本会員 

会 員 夫 人 誕 生 日 

9/4  前川会員夫人  真理恵様 

9/5  杉本会員夫人  尚美様 

４０周年記念式典について 

８月理事会において、丸岡ロータリークラブ４０周年の実行委員会の設置と、実行委員長を東

角ということで、選任されましたので、ご報告いたします。詳細は、これから決めますが３０

周年以降の１０年間の歩んできた軌跡を基に、次につながる式典にしていきたいと思います。

会員全員で取り組みたいと思いますので、どうぞご協力お願い致します。 

２０１８年３月３１日に実施予定です。今後ｍ組織作りしていきます。 

定款・細則の改正について  

内容につきましては、７月に改正点を説明しまして、新しい定款・細則は、８/２１に皆様に

お配りしました。定款１８条・細則１６条改正に基づき決を投票で 

とります。 

投票結果は、出席者 ２６名 承認する ２５名 しない １名 

よって、細則の出席者の３分の２の賛成ということで、改正という 

形になりました。ありがとうございました。 


