
 

 

  

 

  

平成２９年１１月６日発行 

平成２９年１１月６日（月）第 1914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  11月結婚記念日・夫人誕生日 

米山奨学金授与 (１１月分) 王丽琴さん 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

①11月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ １$=114 円（10月 112円） 

委員会報告 

  ①例会出席報告 

②ニコニコ箱 ﾛｰﾀﾘｰ財団 本日の寄付報告 

19：30  米山奨学生卓話 

『私の大学生活』 王丽琴さん  

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

平成２９年１１月２０日（月）第 1916回例会 
三国ＲＣ 合同例会  小松屋にて 

17：30  受付 

18：00  例会点鐘 

18：30～19：30 外部卓話 

 『認知症の基礎知識』貴志英生様 

 （医）英和会 貴志医院 院長 福井東 RC 

19：30～ 閉会点鐘 宴会へ 

平成２９年１１月２７日（月）第 1917回例会 
会員卓話 『ＣＬＰについて』 

林田千之幹事 

 

平成２９年１１月１３日（月）第 1915回例会 
ロータリーの友（１１月号）解説 

前川 徹 雑誌・広報・ＩＴ委員 

 

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 11/9 12/21 1/18 

3/8 

福井西 RC 金 11/24 12/22 

福井南 RC 火 11/28 

福井あじさい RC 金 12/22 

武生 RC 火 11/28 

武生府中 RC 木 11/16 

若狭 RC 火 11/28 

 

ビジター受付のみ 18：00～18：30 

福井水仙 RC 木 11/30 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火 12/19 

 

平成２９年１０月２８日（土）第 1913回例会 

ＩＭ アオッサにて 新会員セミナー ４名出席 

          本会議    ２１名出席 



 

  

金 定基 会長挨拶                           １０月２３日（月） 

 先週火曜日、山中ＲＣとの合同例会には出席できず、申し訳ありませんでした。山下直前会

長には代理を務めていただきありがとうございました。 

昨日は大荒れの天候の中、投票に行かれ方はご苦労様でした。夜はテレビに繰り広げられる

当落、悲喜交々のドラマで興奮し、強い風の音も相まって、睡眠不足の一夜でした。 

台風 21 号は激しい雨風をもたらしました。紀伊半島では１日で８００～８５０ミリメートル

と言う、まさに想像を絶する豪雨だったそうです。普通土砂降りと言うと毎時２０～３０ミリ 

メートル程度ですからそのものすごさがお分かりになると思います。西日本では土砂崩れや倒木などが相次ぎ行方

不明者・死者も報じられていました。これ以上被害が広がらないよう、祈りたいと思います。 

この辺はそれほどでもなかったようですが、田島川が氾濫し、田んぼには一杯になった雨水が波打っていました。

都会ではこれらの水が一時に下水管や地下道に流れ込むのかと思うと、本当に怖い感じがします。 

それから、具志堅用高さんの弟子、比喜大吾選手。強いですね。しばらく彼の時代が続くのではないでしょうか。

また、井岡一翔選手との試合も見てみたいですね。最後の左ストレート。まともに相手選手の右目にヒットしてい

ましたが、大変危険ですね。いくら奥目とは言え、眼球破裂・眼窩骨折などの可能性があるかも知れないという事

で、試合続行不可能とされました。村田諒太選手も強かったですが、相手のエンダム選手は体調が悪かったのでし

ょうか。村田選手のボディーが強くて、気持ちが折れてしまったのでしょうか。試合後家に電話をかけた際、息子

さんが「なんでパパが勝ったのかわからなかった。」と言ったそうですが、エンダム選手にチャンピオンの覇気が

感じられなかったですね。 

気温がぐっと下がってきました、体調管理に万全を期していただきたいと思います。 

米山奨学金(１０月分)授与（王 丽琴さん）    １０月２３日（月）  

 
皆さん、こんばんは。お久しぶりです。今月の２日の例会に出席予定でしたが、会社の内

定式と重なり、本日に変更していただきました。横浜での内定式で、たくさんの日本人と中

国人の同僚に会いました。当日、内定者研修も行い、食事後、8 人のグループ毎に、各自入

社までの目標を決めて、実現できる具体的な行動を計画しました。後日チーム内で進度につ

いてフィードバックをする予定です。私は、日本語と英語の上達及び自己管理をしたいと思

っています。まだ入社前ですが、社会人としての雰囲気を感じることができました。入社後 

早く仕事に慣れる為にも、改善点を自分なりに考えます。 

また、先週勝山ＲＣと三国ＲＣで卓話をしました。先週金曜日三国で卓話が終わった後、地区米山担当の平さん

に、越前海岸に連れて行ってもらいました。アイスやケーキを食べ、コーヒーを飲みながらいろいろお話しました。

海の景色も満喫しました。とても有意義な時間を過ごしました。以上です、ありがとうございます。 

 

 １０/２３の激しい雨風に見舞われて県内もあちこちで

被害を受けた台風２１号の影響にて、「国際ロータリー

創立１００周年記念」で丸岡ＲＣが２００４年に寄贈

し植樹された桜の木２本が根本より倒れました。 

現在、修復作業を検討中です。 

丸岡城の桜について        

 



 

  

 

タイ・スタディツアー報告会  丸岡高校生    １０月２３日（月）  

2016-17 年山下年度 青少年奉仕委員会事業 2017 年 6 月 2 日（金）～6 月 7 日（水） 

 
＜今回学んだことを次につなげるために＞ 

今回のタイスタディーツアーで、私はいろいろなことを学びました。 

生活の様子や食事も違う「異国」を実感することができました。それと同時に、言語の壁は越えられないわけでは
ない、ということも感じることができました。言葉が通じないのでコミュニケーションをとることは難しいと思っ
ていたのですが、少しの英語と身振り手振りで簡単なやり取りができたことに感激し、あらためて、英語の必要性
を実感することができました。また、同世代の外国の人たちと一緒に活動したり、ふれ合う機会は滅多にないので、
今回とてもよい経験ができたと思います。この経験を生かし、大学進学後もフィールドワーク系の授業などに積極
的に参加していきたいと思っています。最後に、今回のツアーで「話す英語」の重要性を肌で感じることができま
した。このことを忘れずに、コミュニケーションツールとしての英語の勉強に励んでいきたいと思っています。 

             

 私が今回のツアーで学び、感じたことは二つあります。一つ目は、言葉の壁は関係ないということです。当初、英
語が通じないと言われ不安でした。しかし現地に行ってみると、笑顔で身振り手振りを使うことによって心を通わ
せることができ、言語への不安はなくなりました。今回、たくさんのタイの人々とふれあい、笑顔で人と接するこ
との大切さを感じることができました。二つ目は、日本がいかに豊かかということです。孤児院では、親を亡くし
た子どもや暴力を受けた子供がおり、物質的な豊かさだけではなく心の豊かさも大切だと感じました。スラム街を
見学して、日本ではとうてい考えられない現状があり、日本にいては知ることのできない発展途上国の現状を知る
とともに、そこで生活する人々の生活水準の低さと過酷さを知り、支援の必要性を強く感じることができました。
今回のツアーで、見たことや感じたことを忘れずに、この経験を自分の将来に生かしていきたいと思います。               

池田一成 

 

渡邊雄大 

尾方美帆 

 

吉田若菜 

道關梨奈 

 私は、今回のタイスタディーツアーで実際にタイを訪れ、現地の人々と交流することで学ばされたことがたくさ
んありました。中でも、現地の子どもたちが、将来の夢を目を輝かせながら話す姿には、本当に尊敬させられまし
た。今回、将来の夢について話しをしてくれたほとんどの子どもたちにはしっかりとした夢があり、将来が決まっ
ていない理由も、夢を絞り込むことができないという前向きなものでした。しかし、この前向きな子どもたちとは
裏腹に、タイの都市と地方との経済格差が教育分野においても格差を生み出している現実があることを知りまし
た。タイの経済格差と教育格差に深い関係があることを知り、格差を是正し経済発展を進めるためには、教育の分
野に力を入れていくことが大切だと思いました。 

また、タイの人々から夢を持つということだけでなく、「笑顔」についても学ぶことができました。タイの人々の
笑顔は大変素晴らしく、「ほほ笑みの国」と呼ばれているのも理解できました。笑顔を大切にし、夢を追いかけな
がら生活している人々を見て、自分も負けないよう努力していきたいと思いました。          

スタディーツアーに参加して、タイの素晴らしさと現状を知ることができました。私自身初めての海外で、最初は
不安でいっぱいでした。しかしタイの人々はとても優しく、積極的に話しかけてくれて嬉しかったことを今でも強
く覚えてます。「ほほ笑みの国」と呼ばれるだけあり、みんなの笑顔が素敵でとても癒やされました。その一方で、
タイの裏側のスラム街では厳しい現状が残っていることを知りました。今では改善され少しずつ良くなっているも
のの、教育が受けられない子どもがいたり、消火活動の問題が残っていたりと、住みやすい街とはほど遠い印象を
受けました。今まで、スラム街について深く考えることはなく、こうして自分の目で見ることで、厳しさを強く感
じることができました。世界は今自分が見ている場所だけでなくとても広い場所である。だからこそ、今を生きる
私たちは過去を知り、現状を知りよりよい社会を創りあげるために議論すべきであり、もっと視野を広げて行動す
べきだと思います。私は、今回学んだことを生かして様々なことに挑戦し、誰かのために、世界のためにできるこ
とを積極的に行なっていきたいと思っています。 

 

 私はスタディーツアーを通して、多くのことを学ばせて頂きました。初めての経験ばかりで不安もありましたが、
実際にいってみると、タイの人たちの暖かさのおかげで楽しく学ぶことができました。 

私が今回のスタディーツアーで一番大切だと思ったのは笑顔の大切さです。孤児院や小学校の子どもたちは常に笑
顔で元気でした。言葉は通じなくとも笑顔でいるだけで通じ合えたような気持ちになりました。常に笑顔でいるだ
けで、自分だけでなく周りのみんなも幸せな気持ちになりました。 

私は、タイで学んだこの経験を生かしていきたいと思っています。常に笑顔でいて、周囲の人に常に笑っていても
らえる行動をとれる人間になりたい。そう思えるようになりました。このスタディーツアーでの経験を無駄にせず、
しっかり自分の人生の糧にしていきたいと思っています。 

 

     

藤崎果凛 

私は、今回タイスタディーツアーに参加した理由の一つである、「夢を見つけるきっかけにしたい」ということを
常に頭に置き、５日間を過ごしました。その中で一番影響を受けたのは孤児院でした。親がいない、もしくは親に
会えない状況にいる子どもたちがたくさんいました。年齢も幅が広く、私たちと同じ世代からやっと歩けるような
子どもまで、年齢、性別を問わずみんなが仲良く暮らしていました。私が最も驚いたのは、一人でいる子が一人も
いないということでした。そして、みんなが友好的で、私が一人でいると何人もの女の子が手を引いて一緒に遊ぼ
うと言ってくれました。ご飯の後片付けを積極的に手伝ってくれたり、みんなで集まってダンスをするゲームを、
一生懸命説明してくれて、勝った時には一緒に喜び合うこともできました。このような経験を通して、私の曇って
いた夢の道が少し晴れてきました。親がいないと思えないほど明るく、そしてたくましく生きている姿に私は感動
しました。そして、このような子どもたちの支えになりたいと思いました。親がいない子どもたちだけでなく、人
間関係に不安を持っている子どもや、悩みを抱えている子どもたちも支えられるような仕事につきたいと思うよう
になりました。世界という大きな規模でなくとも、カウンセラーなどの資格を取得し、もっと身近な夢や希望を持
った子どもたちを手助けできる人間になりたいと思っています。そのためには大学へ進学し、いろいろと学ぶため
にもっと勉強をしなければならないと思っています。 

最後に、日本では経験できないような様々なことを経験することができ、ぼんやりとではあるものの夢を見つける
ことができた今回のタイスタディーツアーに参加できて、とてもよかったと思っています。 

 



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 １２名 
釣部 林田千之 金 東角 倉本 倉田 水﨑 

杉本 松井 川上 竹澤 宮谷 

◆米山奨学会◆     寄付者 １１名 
釣部 林田千之 金 倉本 倉田 水﨑 

杉本 松井 川上 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 

10/23 ３５ １９ １１ ２ ３ 59.38% 

10/28 ３５ ２３ ９ ０ ３ 62.50% 

【メーキャップ】 10/24～11/2 事務局受付分 
10/24 福井南RC  水﨑10/28分 前川徹10/17分 倉田10/28分 
10/26 福井水仙RC 金10/17分 
10/27 福井西RC  下田10/23分 林田数10/28分 倉田11/6分 
11/2  福井RC     西出10/28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 

10/2 ３５ ２２ ４ ８ ２ 78.79% 

 

 ◆寄付金の状況 ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 10月 23日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 15,000円 309,000円 769,000円 

ロータリー財団 13,000円 188,100円 

米山記念奨学会 13,000円 173,000円 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 １３名 
金会長  山中ＲＣとの合同例会に参加できず申し訳ありません

でした。 

林田幹事 今日は、誕生日７９才になります。ウレシクもありカ
ナシクもあり！丸岡高校の皆さん楽しみです。 

釣部   ダブルで嬉しい事ありまして。 

東角   丸高スタディツワー参加の皆さん、今日はよろしくお
願いします。 

倉本   昨日の台風には、参りました。丸岡高校生の皆様、タ

イスタディツアー報告会ありがとうございます。 

倉田   台風２１号やっと落ち着きました。丸岡高校の皆さん、
タイスタディツアー報告有難うございます。 

水﨑   昨夜はすごい嵐でしたね。家の周りはすっかり水浸し
になり屋敷の杉の木が倒れてしまいました。城の二階
からは五味川、田島川があふれているのが見えました。 

杉本   浦先生・高校生本日報告会よろしくお願いします！ 

三寺   金先生（会長）ありがとうございます。身体はよくな
りました。かわいい看護師さんに囲まれてうらやまし

いです。 

丸岡高校のみなさん、報告会よろしくお願いします。 

    ⇒松井 川上 竹澤 宮谷 

委員会報告                    １０月２３日（月） 

この度はタイ・スタディーツアーに参加させて頂きまして誠に有難うございました。今回一番に思ったことはこの
６人がこんなにしっかりしていたんだ、という事です。学校生活では見られないものでした。しっかり考えてそし
て前向きにいろいろなことに取り組んでくれている事にとてもうれしく思いました。また、今日は報告、発表の中
で自分の将来に対する思いや考えをはっきり述べてくれました。学校ではキャリア教育というものがありますが、
なかなか響かない中、実際に自分の目で見て耳で聞いて肌で感じて、いろいろな音やにおいを経験することで自分
の人生を考える機縁となり、いろいろな所へ行って実物を見るということはとても大事だと感じました 

私には小学校と中学校の娘がいます。娘に絶対行って来いと言いましたが、中学校の娘は『食べものも食べれんし、
いやや』と言いましたが、なんとか説得していろいろな所に行ってもらいたいと思います。 

今回この６名がこのツアーを通じて一回りも二回りも成長してくれたことを教員として非常に有難く思っていま
す。ご協力頂きましたロータリーの皆様有難うございました。 

 
浦 先生 

 ご報告有難うございました。 

この事業はロータリークラブの活動の上ではとても良いプロジェクトだと思います。生徒たちにもっともっと視野
を広げて頂いてお金や物の価値観など、いろいろな価値観の違いに気づいて頂きたいと思います。今、日本は先進
国と言われる中、人間の人生に対する価値観をもう一度考え直す時期に来たと思います。これから歩んでいく若い
生徒たちがしっかりと気付いてくれたことがすばらしいことだと思いました。人間は人が人を支えるということを
改めて認識して頂いたことも良かったと思います。この事業は地理の学習、折り紙の学習、英語のしりとり、ダン
スと４つのプログラムを基本にそれぞれの学校３か所、孤児院の４か所で行いました。このプログラムは大変ハー
ドなものですが我々が一方的に与えたものではなく、生徒たちと一緒に作り上げたものです。タイ語は話せなくて
もゲーム、プログラムを通じながら、生徒たちはいろいろなものを身につけて来たと思います。 

今年度の国際奉仕委員会の事業はタイから２人を招き入れる計画です。また、スタディツアー事業を４０周年の記
念事業として取り組んではどうかと会長、幹事からご意見を頂戴しています。より多くの地元の子供たちに視野を
広めて頂くプログラムにしていく方向で取り組みたいと思いますので、ご理解ご協力をお願いします。 

今回は当該年度の山下会長、杉本幹事、林田恒正会員、水﨑会員、松井会員、そしと私と６人が参加しました。ハ
ードなプログラムでしたが、ハードだからこそしっかり身につく部分も多かったのではないかと思います。 

 

     

東角会員 

前年度・ 

青少年奉仕
委員長 

金会長より 
浦先生をはじめ生徒の皆さん、ご苦労様でした。あなた方の実体験とそれから文字とか教室からは学べないような異国での体験を
生々しく応えてくれました。そいう体験を通じて、ただの思い出にすることなく自分の将来への希望とか意欲、意識に繋げていくと
いう姿を見て大変頼もしく思いました。どうぞ今のこの体験を家族や仲間たち後輩たちにもどんどん教えてあげてください。我々も
その話を聞いてスタディーツアーそのものの意義と大切さをまた改めて痛感しました。皆さんどうも有難うございました。 

 
≪会員感想≫生徒さんの発表を聞きながら、若い世代が国際人として活躍する機縁になり得るすばらしい事業だと感じました。次
世代を担う若者には、言語、文化を超え価値観の違いを認め合える社会づくりに貢献してほしいと思います。（文責 倉田 教信） 


