
 

 

  

平成２９年１０月２日 発行 

平成２９年１０月２日（月） 第 1910回例会 

19：00  開会点鐘 

君が代・ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 四つのテスト 斉唱 

会長挨拶 金 定基 会長 

祝 事  10月会員誕生日・結婚記念日・夫人誕生日 

幹事報告 
≪ガバナー事務所より≫ 

① ガバナー公式訪問お礼状 
② 2017年 10月のレートのお知らせ 
  1ドル＝112円（ご参考：2017年 9月＝109円） 
③ メジャードナー顕彰午餐会の案内 
   メジャードナー：下田会員 
④ 「指導者育成セミナー」の案内 
   11/25（土） 会長へ出席要請 
⑤「世界ﾎﾟﾘｵﾃﾞｰ」に向けて撲滅活動募金お願い  

≪他クラブ≫ 

① 県下ＲＣ新聞広告掲載 ⇒ 中止お知らせ 
福井北ＲＣより 

  ② 公式訪問時 集合写真サンプル 
    本日例会時に注文受付ます。１枚 864円 
≪その他≫ 

① 丸岡古城まつりパンフレット 

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  ロータリーの友（１０月号）解説 

        山岸雑誌・広報・ＩＴ委員 

20：00  閉会点鐘 

平成２９年１０月 ９日（月）祝日の為 休会 
事務局 岡田 １０月５日～９日お休みします。 

ご迷惑おかけしますが、よろしくお願い致します。 

本日の例会  

平成２９年１０月２３日（月）第 1913回例会 
タイ・スタディツアー報告会 丸岡高校生 

米山奨学金授与 (１０月分) 王丽琴さん 

平成２９年１０月３０日（月）⇒ ２８日（土） 
第 1914回例会 

ＩＭ 第５組 アオッサにて ホスト：福井北ＲＣ 

懇親会 ユアーズホテルフクイ    

平成２９年１０月１６日（月）⇒ １７日（火） 
第 1911回例会 

山中ＲＣとの合同例会 ホスト：山中ＲＣ 

卓話：『山中芸妓ぼたんさんを囲む山中節教室』 

   松風千鶴子氏（ぼたん姐さん） 

河鹿荘ロイヤルホテルにて 

１０月１６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 RC 木 10/19 11/9 12/21 

福井あじさい RC 金 10/20 

福井西 RC 金 10/27 

福井東 RC 月 10/30 

福井南 RC 火 10/17,24 11/28 

武生 RC 火 10/10,31 

武生府中 RC 木 10/19 

若狭 RC 火 10/17,24,31 11/28 

大野 RC 水 10/11 

 
ビジター受付のみ 18：00～18：30 

福井水仙 RC 木 10/26 11/30 

 



  

 

ガバナー公式訪問                              ９月２２日（金） 

丸岡ＲＣ 金会長よりご挨拶 

 

国際ロータリー 第 2650 地区  

2017-18 年度 

ガバナー    田中 誠二 様 

（京都東ＲＣ） 

ガバナー補佐  木村 昌弘 様 

         （三国ＲＣ） 

副幹事長    室  公博 様 

（京都東ＲＣ） 

三国ＲＣ 南会長より 

お客様の紹介＆ご挨拶 

 

水﨑出席委員長・北ニコニコ箱委員長・杉本ロータリー財団委員長 報告  

三国ＲＣ 齊藤会長エレクトのお声かけにて、 

『握手タイム』 

（三国ＲＣでも久しぶりに行ったそうです。(*^_^*)） 

両クラブそろって記念撮影 

１枚 864 円です。ご入用の方は、事務局まで。 



  

国際ロータリー 第 2650地区 2017-18年度 ガバナー  田中 誠二 様 

○ 目的： 

 RC の最大の関心事を伝える。RI テーマの意味合いや運営構想を伝える。地区スローガン「愛着と誇り」に

ついての想いや構想も述べる。 

 行動に移す前の奉仕の理想を追求する、その心を鍛えることに関して大きな責任がある。各々の仕事の道徳

的水準を高め、例会や奉仕事業の交流を通じて精神を温めていく。その上で、地域あるいは世界の課題・助

けの求めに対し、手を差し伸べる、問題解決策を提供できるような、ダイナミックでインパクトのある奉仕

事業に取り組み、人の輪を広げていくことも私たちの大きな役目である。地域に開かれたクラブの奉仕事業

に国際的なネットワークを利用して、地域の課題に対しソリューションを提供できるような奉仕活動を行う

よう啓発する役目がある。両クラブ共、これまでの仕事上のスキルを活かすべく地域の高校で行っている就

職模擬面接事業は有意義な事業である。丸岡 RC ではタイから消防署員を招く研修事業を行っている。三国

RC での中学生の英国との交換事業は国際理解を深めること、自国の文化を見つめ直すこと等、海外に雄飛

する若者を支援する、これも卓越した奉仕事業。 

○ RI 会長について： 

オーストラリアのサンドリンガム RC 所属。奥様もロータリアンであり、両名ともガバナー経験者。サンドリ

ンガム RC は会員数 24 名のさほど大きくないクラブ。クラブの大中小、スキルに関わらず、国際的なネットワ

ークを通じて有効な奉仕活動ができること、一人ではできないことも仲間の助けで可能になる、可能性を追求

できる。「変化をもたらす」には、ロータリアン一人ひとりに変化をもたらし、それが他者の人生や社会にプラ

スの変化をもたらすという想いが込められている。自分がプラスに変化し、他者をあるいは社会をプラスに変

えたことが実感、共感できるクラブは発展する。米山留学生の王さんについて、日本と母国との懸け橋になり、

それぞれの文化を取り混ぜながら、周りに良い影響を与える人生を歩むだろう。米山留学生は、何十年後かに

は日本あるいはその出身国に必ずプラスの変化をもたらす。その瞬間だけでなく、長いスパンで変化をもたら

すことが重要。ガバナーになるには、一月中旬、カリフォルニア州サンディエゴでの国際協議会という 8 日間

の集会に参加しなければならない。ガバナーエレクトが集い、ラウンドテーブルでパワーランチ、ワーキング

ディナーと称して、ロータリーの課題等について話し合う。その席で RI 会長は、「どこの RC の集会であって

も、ロータリアンの集まる場所には良き心の香りがする。」と言ったが、両 RC の日々の志、気持ちがなければ、

単に集まっただけでは、この良心の集まり、雰囲気は作れないと感じた。 

○ ロゴマークについて： 

色・高さの違う円柱があるのは、ロータリーの多様性を示している。人種・国境・信条、あるいは国家の社会

体制の違いを超え、真っ直ぐに高みを目指し、世界中でロータリーが活躍している様を表している。昨年、一

昨年のロゴマークは地球地図をモデルにしているが、それぞれ自国を中心にした地図で、日本国が記載されて

いない年度もある。 

○ 例会は月２回以上とする。会員の種類やその会費に対してもクラブが自由に細則で定めても良い。例会月２回

とは、それ以外を奉仕事業や親睦事業に充て活用しても良い。例会において心を磨き、実際に行動に移す奉仕

のマインドと親睦の融和を深めるなどのプラスの循環。 

○ 80 年後、22 世紀を迎えた時、ロータリークラブが存続しているかどうか。社会の変化に合わせて自分たちも

変化しなければならない。変えるべきもの、守るべきものを選択し、しっかりしたビジョンを作らなければな

らない。そのビジョンを単年度に落とし込み、中長期的な観点から企て、戦略的な運営手法で構えなければな

らない。ロータリー創始期に比べ、現在は健康長寿な社会になったが、各年代の魅力的な人たちを会員に引き

入れなければならない。その時代時代にクラブのリーダーシップを発揮する人材の育成が必要であり、クラブ

の志や運営手法を次世代に繋げる仕組み作りが重要である。ジェンダーバランスについて、会員増強という観

点ではなく、男女共同参画社会と言うのであれば、クラブ内こそが男女均衡でなければならず、それが健全な

姿である。 

○ 一人ひとりのロータリー観を温め、深め、それを理解した上で、クラブの魅力、創造的な取り組み、独創性に

ついて、語り、柱建てする一年にしていただきたい。 

《会員感想》 ロゴマークの説明等、「ロータリーの友」を読むだけでは分からない RI 会長の想いを聞け、大変
興味深く思った。                         （文責 瀬野 友伸） 

 

ガバナーアドレス                  ９月２２日（月）  

○ 自己紹介： 

京都東 RC 所属。 

還暦という人生の節目を迎えるにあたって、 

緊張感と使命感を持って臨む。 

三国 RC、丸岡 RC の合同例会に対し、 

公式訪問の趣旨にご理解いただき感謝。 

両 RC 共、先達の志がうかがえると感じた。 

 



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 １５名 
釣部 林田千之 前川重雄 林田數一 下田 金 

林田恒正 下村 水﨑 柿木 杉本 竹内 道木 

竹澤 宮谷 

◆米山奨学会◆     寄付者 １４名 
釣部 林田千之 前川重雄 林田數一 下田 金 

林田恒正 下村 柿木 杉本 竹内 道木 

竹澤 宮谷 

 

◆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 

9/22 ３５ ２９ ５ ０ １ 85.29% 

【メーキャップ】 9/25～9/29 事務局受付分  
  9/28 福井水仙RC 前川徹 9/22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 

9/11 ３５ ２７ ３ ３ ２ 90.90% 

 

 
◆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 22日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 72,000円 259,000円 719,000円 

ロータリー財団 16,000円 159,100円 

米山記念奨学会 15,000円 145,000円 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 ３０名 

【お客様】   

ガバナー    田中誠二様 

ガバナー補佐  木村昌弘様 

副幹事長    室 公博様 

三国ＲＣ 会長 南 雅義様 

丸岡ＲＣの皆様 本日は三国までお越し

いただきありがとうございます。 

三国ＲＣ 幹事 山本信次様 

     丸岡ＲＣのみなさん ようこそ。 

     今日はよろしくお願いします。 

加賀ＲＣ 梶 幸夫様 

  まずは、金先生 会長ご就任おめでとう 

ございます。遅れましてすみません。 

たまたまお会い出来まして、嬉しい出来事 

となりました。 

金会長  田中ガバナー御一行を歓迎致します。 

林田幹事 ガバナー田中様 本日はよろしくお願い 

します。三国 RC さんお世話になります。 

 

 

 

委員会報告                     ９月２２日（月） 

★田中ガバナー、木村ガバナー補佐、室副幹事長 

本日はありがとうございます。よろしくお願いします。 

★三国ロータリークラブ様 お世話になります。 

  

 南 釣部 山岸 小見山 前川重雄 林田數一 北 下田 

 奥村 林田恒正 下村 倉本 水﨑 柿木 杉本 竹内 

 松井 道木 上屋敷 竹澤 西出 宮谷 

部屋を移動し、13：40～14：40  

田中ガバナー・木村ガバナー補佐・室副幹事長を交えて、丸岡ＲＣ役員理事懇談会が開かれました。 

活発な意見交換がなされました。 

役員理事懇談会                  ９月２２日（月）  


