
 

 

  

 

  

平成２９年１２月１１日発行 

平成２９年１２月１１日（月）第 1919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 

祝  事  １２月 
会員誕生日・結婚記念日・夫人誕生日 

米山奨学金授与 (１２月分) 王丽琴さん 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

①【2017-18地区大会】 WEB登録についての案内 

  ②京都西 RC主催 

「国際親善交流餅つき大会」開催の案内 

  ③ラックニュース 第６号 

  ④【トロント国際大会】地区親睦夕食会の案内 

  ⑤「青少年奉仕フォーラム」詳細の案内 

4月 8日  地区大会 開催時 

  ⑥今年度 RYLA（ライラ）の案内一式 

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  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 

20：00 閉会点鐘 
 

本日の例会  

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） 

     『手紙の館が開館して』      

 

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 

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 12/22 

福井南 RC 火 12/19 

福井北 RC 水 12/20 

福井あじさい RC 金 12/22 1/26 2/9 

3/16 

鯖江 RC 金 12/15 

武生 RC 火 12/26 

敦賀西 RC 木 12/14,21 

 
ビジター受付のみ 18：00～18：30 

福井水仙 RC 木 12/21 1/11 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火 12/19 

 



 

クリスマス家族会  例会                        １２月３日（日） 

12/3 12 時～  例会 

あわらグランドホテル（関山会員）にて 

参加ご家族も一緒に例会を開催しました。          

下村副ＳＡＡ 

全員で、君が代・四つのテストを 

斉唱しました。   倉本ソング委員長 

金会長 挨拶  ロータリーの標語の話第 2 弾は来週にいたします。 

昨日、本日とも快晴に恵まれました。昨夜はほぼ満月で月が大変綺麗でした。日没前後に石川県加賀市の辺り

を車で走る用事があったのですが、夕日から月明かりに代わる頃の白山の雄姿。素晴らしかったです。晴れた

夜空に浮かび上がる冠雪した白山に満月の光。皆さんにも是非お見せしたかったです。しかし、今日がスーパ

ームーンとの事（perigee full moon）。Ｘ‘mas 家族会の後、辺りが暗くなってから、月の光を是非愛でたいと

思います。月の光でもう一杯。今日は以上です。 

 

林田幹事 

幹事報告 

竹澤親睦活動委員長 

月の第一例会日ですので本来は

祝事がありますが、本日は、欠

席者が多いので、来週とします。 

本日の家族会開催に向けて、 

関山会員には、大変お世話にな

りました。この場をお借りして 

御礼申し上げます。 

水﨑出席委員長 

本日は、会員 18 名 

ご家族には、21 名 

出席頂きました。 

関山会員 

本日は、ようこそ「あわらグランドホ

テル」へ。温泉にも入浴して下さい。 

メリークリスマス！ そして、皆さんこんにちは。 

丸岡ＲＣのＸ‘mas 家族会にようこそおいでくださいました。まさに晴れ渡り素晴らしい日です。今日は奥様方

にもお越しいただいていますが、ご家庭では、ロータリーの事、クラブの事など話題にしていますでしょうか。

「うちの夫は毎週ネクタイ締め、ロータリーバッジをつけ出かけているが、どこで何をしているのかさっぱりわ

からない。」という事になっていませんか。今日からは積極的にロータリーの事、クラブの仲間の事などを話して

行くようにしていただきたいものだと思います。 

さて、もう師走。今年も余すところあと一か月弱という事になりました。まだ少し気が早い感じではありますが、

今年の一年、皆さんにとってどんな一年だったでしょうか。もちろん楽しいことがたくさんあり、少し寂しいこ

ともありとは思いますが。今日は私共のクラブの親睦委員会の面々が、楽しい X’mas 家族会を企画してくれま

した。皆さんの今年のアルバムに楽しいことの記録がもう１ページ増えるよう、大いにお楽しみいただけたらと

思います。それでは、くつろいでお楽しみください。 

 

クリスマス家族会開会です(*^_^*)  金会長 挨拶 

 



  

水﨑パスト会長の発声で 乾杯!(^^)! 

参加者 ご家族含めての自己紹介タイム 



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 

 

◆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 

12/3 ３５ １８ １４ ０ ３ 56.25% 

 

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 

11/20 ３５ ２７ ２ ６ ２ 81.82% 

 

委員会報告                    １２月３日（日）  

西洋菓子倶楽部様の 

大きなクリスマスケーキ 

40 等分して、みんなで 

美味しく頂きました！！ 

お待ちかね！！ ビンゴゲーム(*^_^*) 

林田千之

会長ｴﾚｸﾄ 

 

閉会の 

挨拶 

恒例の♪『手に手つないで』♪ 

ご夫人・お子様・お孫様 

全員で、大きな輪になりました(^○^) 

皆、ビンゴの画面に注目してます！ 

【メーキャップ】 11/27～12/10 事務局受付分 

11/24 福井西RC  林田數・倉田 柿木 12/3分 

11/28 福井南RC  小見山12/3分 倉田12/11分 

11/30 福井水仙 RC 前川徹 11/20分 

 


