
 

 

  

 

  

平成２９年１１月２０日発行 

平成２９年１１月２０日（月）第 1916回例会 

18：00   開会点鐘 （丸岡ＲＣ） 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「それでこそロータリー」 斉唱 

会長挨拶  丸岡ＲＣ 金 定基  会長 
三国ＲＣ 南 雅義  会長 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

①第２回青少年奉仕担当者会議 

  2018/1/20（土）京都商工会議所 

②地区職業奉仕「講演会」ＰＲチラシ 

≪他クラブより≫ 

①会報・３０周年記念誌 島原南ＲＣ 

≪その他≫ 

①第 99 回全国高等学校野球選手権大会出場支援

金収支決算報告・芳名録 

  福井県立坂井高等学校 

委員会報告 

  ①例会出席報告 

②ニコニコ箱 本日の寄付報告 

18：30 閉会点鐘 （三国ＲＣ） 

18：30  講演会 

①講師紹介 丸岡ＲＣ 倉田ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 

②『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会員 
        ③謝辞 丸岡ＲＣ 

19：30～21：00  宴会 

本日の例会  

平成２９年１２月 ３日（日）第 1918回例会 
クリスマス家族会  あわらグランドホテルにて 

12：00  受付   12：30  例会点鐘 

13：00～ 閉会点鐘 家族会へ 

（11：30 丸岡支所前 送迎バス出発） 

平成２９年１２月１１日（月）第 1919回例会 
ロータリーの友（１２月号）解説 

上屋敷 貴紀 雑誌・広報・ＩＴ委員長 

 米山奨学金１２月分 授与 （王丽琴さん） 

平成２９年１２月１８日（月）第 1920回例会 
新入会員卓話 宮谷正志氏 

地区大会ＰＲ 京都東ＲＣより  例会後 総会 

 12：00～16：00 丸岡支所で街頭献血 

平成２９年１２月２５日（月）第 1921回例会 
外部卓話   武曽素行氏（手紙の館館長） 

           

 

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 

 

 

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 12/21 1/18 3/8 

福井東 RC 月 12/18 

福井西 RC 金 11/24 12/22 

福井南 RC 火 11/28 12/19 

福井北 RC 水 11/22 12/6,20 

福井あじさい RC 金 12/22 

三国 RC 金 11/24 

武生 RC 火 11/28 12/26 

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 12/21 1/11 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火 12/19 

 



 

  

金 定基 会長挨拶                           １１月１３日（月） 

 今年 1月号の「友」に「職業奉仕はロータリーの根幹か？」と題した１文が掲載されました。

その中で「職業奉仕という言葉で、世界のロータリアンは、奉仕部門の一つとしての職業奉仕

の活動を語り、日本のロータリアンは、奉仕の理念の職業への適用や自分自身の職業観を語る。

このズレを解消できないでいることが、大げさに言うと世界のロータリー運動の中で、日本の

ロータリーのガラパゴス化を招いている一因のように思えます。」と述べていますが、それに対

して、または関連して、５月号の「友」に次のような投稿が寄せられました。お二方の投稿よ 

り一部づつ抜粋し紹介いたします。 

日本にロータリーが移入されてから、急速に発展した歴史の背景には、日本古来の職業観がロータリーの職業奉

仕と合致することに共感した先達の英知があり、それが「奉仕の理想」の受容と相まって、彼らをロータリーへと

駆り立てた状況があったからだ。 

RIは五大奉仕を並列した部門としている。それと違って職業奉仕が中心にあり、そこから四部門の奉仕の輪が広

がっているという考えに固執していると、日本はガラパゴス化するという人がいたが、それぞれの国別のロータリ

ーの個性があっても良い。その個性を容認することこそがロータリーではないだろうか。 RI が示した方針が世界

の大勢だから全員右へ倣えとなると味気ないロータリーになってしまう。 

ロータリーでは、自己の職業（人生）に「奉仕の理想」という考え方を導入する方法を研究することが基本であ

る。定款第４条「ロータリーの目的」に「意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し」とあるが、この「意義

ある事業」とはロータリーが行う事業ではなく、ロータリアンの各自の事業即ち、職業を示している。それは３項

目に「ロータリアン一人ひとりが、個人として、また、事業及び社会生活において、日々奉仕する理念を実践する

こと」と記されていることからも分かる。 

以上まさに卓見だと思い紹介いたしました。 

 

『ロータリーの友（１１月号） 解説』      前川 徹 雑誌広報ＩＴ委員 

 

 
12 月も秋深しと言う事で、山の中の小さな泉、きれいな落ち葉が落

ちています。ようやく丸岡の山々も紅葉が映えてきたという感じで

す。明日から寒く冷たい雨が降るのだろうと言う感じで雪のマーク

がついているという事で、もう冬も間近だなあという気がしており

ます。 

★縦書きページ 

P73 4～ ロータリー財団奨学生、その後 

1973 年～1974 年度に鹿児島西 RC から推薦を受けたロータリー財団奨学生の 

池ノ上克氏のその後の様子が書かれています。現在は、国立大学法人宮﨑大学長。 

・周産期医学について  五つ子ちゃんと出会う 鹿児島の五つ子ちゃんとその 

おかあさん（山下さん）と出会い担当医になった。メディアでも有名になったので、 

皆さんもご存じかと思います。 

・産科新生児医療  生まれてくる赤ちゃんの状態が大丈夫か判断出来、異常が 

有ったらその赤ちゃんを安定させる技術をもった医学を宮崎県で育ててきました。 

・大学そのものが地域とともに発展を 宮崎大学のスローガンは世界を視野に地域 

から始めよう。 

 

卓 話                       １１月１３日（月） 



  

P68 9～ 歴史と自然に囲まれた町でロータリーを家族で楽しむ  

・茨城県の古河市 古賀東 RC の紹介 昨年全国で 7 番目となる衛星クラブが発足した。女性の会員が多く、親

子での会員もいます。 

P64 13～ 友愛の広場  

・今回の例会の会長の挨拶にもありました「職業奉仕」考 職業奉仕についての投稿 

P57 20～ 卓話の泉 HACCP（ハサップ）による衛生管理 

・色々な食品の食中毒を無くす為の仕組みとして、今注目されている。 

・私の一冊  「世界史で学べ！地政学」 地球上の地理と政治の関係性を研究する学問 

「うえむらちかのカープごはん」 広島で生活しているといつの間にか「衣・食・住」に加えて

「カープを応援する」ことが生活の一部となる。 

P53 24～ ロータリーアットワーク 

・写真で紹介 最初大きく紹介されているのは、日本とフランスの青少年国際交流大船渡のプロジェクトです。 

・ポリオ撲滅で３つの紹介  鹿児島東 RC・浦和南 RC・宇都宮さつき RC 

・中学三年生に地元紙を一年間寄付 白川 RC の活動 創立 60 周年を記念し、時代を担う人材を育成しようと 

「福島民報」を提供する事業を展開。各教室では、休み時間などに生徒が新聞を広げる光景が日常となった。 

・日本三奇橋・猿橋歓迎看板の塗り替え 大月 RC の活動 

 別紙資料にて甲斐の猿橋・祖谷のかずら橋・錦帯橋を写真にて紹介 

★横書きページ 

P5  11 月はロータリー財団月間です。 

P8  広島安佐 RC と崇徳中学・高校 IAC の紹介 

P9  山形 RC と山本学園高校 IAC の紹介 

P10 飯田東 RC と下伊那農業高校 IAC の紹介 

P11 延岡中央 RC と聖心ウルスラ学園 IAC の紹介 

P19 財団寄付額の紹介 

P28 日本ロータリー100 周年実行委員会アンケート調査結果 

P39 12 月号主要記事予定 

P-42 109 回国際ロータリー年次大会 2018 カナダで行われる。 

 

＜会員感想＞  

 ロータリー奨学金は医学の発展にも 

役に立っているという事が分かりま 

した。 

 前川会員ロータリーの友解説ありが 

とうございました。 

      （文責 川上 純幸） 

 

 



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 
中島 南  林田千之  北 下田 金 山下 

下村 倉本 倉田 杉本 松井 川上 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者 １３名 
中島 林田千之  北  下田 金  山下 

下村 倉本 倉田 杉本 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 

11/13 ３５ ２３ ９ １ ２ 69.70% 

【メーキャップ】 11/13～11/17 事務局受付分 
なし 

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 

10/28 ３５ ２３ ５ ４ ３ 87.5% 

 

◆寄付金の状況 ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 11月 13日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 13,000円 337,000円 797,000円 

ロータリー財団 37,000円 252,100円 

米山記念奨学会 18,000円 207,000円 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 １０名 

金会長  いよいよ冬の気配が・・・ 

体調管理にご留意下さい。 

林田幹事 前川さん ロータリーの友解説楽しみ

にしています。 

下田   前川徹さん 友の解説ご苦労様です。 

山下   前川さん 本日はご苦労様です。 

今週末からインドへ行ってきますので

来週は休ませて頂きます。 

下村   前川徹会員 ロータリーの友解説よろ 

しくお願いします。 

倉本   前川徹会員 本日はロータリーの友解 

説ごくろうさまです。 

倉田   前川徹会員 ロータリーの友解説あり

がとうございます。 

委員会報告                   １１月１３日（月）  

竹澤親睦活動委員長より 

１２月３日（日）クリスマス家族会を開

催予定です。あわらグランドホテルにて、

お昼に催します。ご夫人をはじめご家族

をお連れいただき、ぜひご参加ください。

詳しいご案内は事務局よりファックス・ 

メールで発送しています。準備の都合がありますので、

出欠のお返事は、11/22 までにお願いします。 

松井職業奉仕委員長より 

地区職業奉仕「講演会」開催のご案内

です。来年１月１４日（日）１３時～京

都テルサホールにて。 

職業奉仕担当者（委員長）・クラブ役

員・理事をはじめ、特に入会 3 年未満の 

会員の方々には率先して、多くの会員のご登録・ご出席

をお願いいたします。 

会 員 誕 生 日 

     な し 

杉本   本日前川さん 卓話宜しく！ 

又、二人目の孫ができました。 

松井   ロータリーの友の解説 前川徹会員よろしくお

願いします。 

竹澤   前川さん 友解説よろしくお願いします。 

１１月１０日霞ヶ城公園 

中田造園による傾木修復工事

の様子です。 

、 

前回もお伝えしました、台風で

被害のあった桜の木の修復の

件です。社会奉仕委員会の追加

事業となります。 


