
 

 

  

 

  

ビジター受付のみ 12：00～12：30 

福井 RC 木 3/8 

福井西 RC 金 2/2 

福井南 RC 火 2/20,27 

福井あじさい RC 金 1/26 2/9 3/16 

鯖江 RC 金 2/9 

大野 RC 水 2/14 

平成３０年 １月２２日（月）第 1923回例会 

19：00   開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「我らの生業」斉唱 

会長挨拶  金 定基  会長 

表  彰  ロータリー財団・米山記念奨学金 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

① 地区大会で上映用 

クラブ活動報告（原稿と写真）提出のお願い 

② 【米山記念奨学会より】 

2017-18年度 下期分普通寄付金送金願い 

③ 九州北部豪雨災害義捐金ご寄附の御礼 

④ 国際ロータリー人頭分担金請求書 

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 １月号 解説 

上屋敷 雑誌・広報・ＩＴ委員長 

20：00 閉会点鐘 

     
 

        

平成３０年１月２２日発行 

本日の例会  

２月は未定です。 

平成３０年 １月２９日（月）第 1924回例会 
外部卓話 大濃節子氏（接客アドバイザー） 

『おもてなしの心』 

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  

表 彰 

《国際ﾛｰﾀﾘｰ財団より》 

  MPHF（ﾏﾙﾁﾌﾟﾙﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ）Pin＋8（累計 9000＄） 

金会長 

MPHF（ﾏﾙﾁﾌﾟﾙﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ）Pin＋2（累計 3000＄）     

  南会員 山下会員 

《米山記念奨学会より》 

  第 10回米山功労者（累計額 100万）金会長 

  第 3回米山功労者（累計額 30万） 林田恒正会員 

  ★個人寄付分一年間分（1月～12月）領収書 

1月末日前後到着予定 

 

今週は、また寒波が

やってきます。 

ご自愛ください。 

 



  

実行委員長 東角です。理事会で指名いただきました。皆様のご協力をどうぞよろしくお願い致し

ます。部会長・副部会長を選定し、理事会でも承認いただき、12/20第一回目の役員会を開催しま

した。それに基づいて骨子案を作成しましたので、本日この場で、ご報告致します。資料をご覧く

ださい。 ⇒目的・特色・運営方針・記念事業・記念式典・組織体制・予算案について説明 

記念式典は、福井国体と重ならないように 11 月 3 日 小松屋で開催予定です。記念講演は元Ｒ

Ｉ理事近藤正臣様にお願いしました。また、７年間にわたって進めてきたタイプロジェクトと記 

念事業の発表を行います。発表者はスタディツアーに参加した高校生ＯＢです。記念パーティはそば懐石でおもて

なしをします。記念事業は、①タイ・スラム街の自衛消防組織の団員 2名を招 

聘し、福井での研修事業 ②タイ・ スラム街への消防ポンプ自動車（嶺北消 

防本部入替に伴う処分車）の寄贈 ③タイスタディツアー２０１８ ④タイパ 

ンガー県の基本的教育と識字率向上の為のグローバル補助金を活用したプロジ 

ェクト ⑤新丸岡駅前広場（仮称）平成 30年度着工平成 31年春完成の丸岡の 

顔になる広場にモニュメント寄贈 以上、５つの事業を計画しました。 

 皆様のご協力をお願いします。 

林田会長エレクトより 2018～2019 年度 理事役員について発表 

山下健治直前会長 挨拶                       １月１５日（月） 

皆さん明けましておめでとうございます。仕事で福井に出かけておりましたが、この大雪で開

会に遅れましたことお詫びします。それにしても、久々に大変な大雪でした。 

年が明けて、タイのタクアパロータリークラブの次

年度会長が、ニワン・ジャンタウォンさんに決まったと

連絡がありました。今年も、スタディツアーやグローバ

ル補助金事業でタクアパとは交流がますます深まると 

存じますが、是非多くの皆さんの参加をお願いしたい次第です。 

さて、私が住んでいる室町町内会では２５年ほど前から雪を飛ばす除雪

機を持っていて、通学路や歩道の除雪を行っていたのですが、今年はこの

除雪機が壊れてしまい、私の会社で持っている除雪機で除雪の依頼があり、

町内の狭い道まで除雪をしたところ、特に一人暮らしのお年寄りの方から 

大変喜ばれました。これも、地域に対する社会奉仕、職業奉仕ではないかと思いました。このような歩道の除雪

機の購入には市から補助金も出るようですので、皆さんの町内でも是非購入して奉仕活動をされてはどうかと思い

ました。 

それでは今年１年、皆さん健康に留意しロータリー活動に元気に邁進して参りましょう。よろしくお願いします。 

 

４０周年実行委員会                 １月１５日（月）  

ニワン・ジャンタウォンさん 

米山奨学金(１月分)授与（王  丽琴さん）      １月１５日（月）  

 

皆さん、こんばんは。あけましておめでとうございます。冬休みはいかが過ごされましたでしょ

うか？私は中国へ帰って、家族と一緒に楽しく幸せな時間を過ごしました。 

しかし、先週福井に戻った後、すぐに風邪を引いてしまいました。故郷では 10℃もあったの

で、暖かかった場所から、積雪している福井に戻りました。今回の積雪は、私が福井に来てから

一番多いです。実は、初めて、このような大雪を体験しました。雪は、とてもきれいです。 

しかし、皆さんは本当に大変ですね。除雪作業をしている大家も「楽しいのは子供だけですね」と言っていまし

た。滑りやすいので、皆さんも運転や歩行にお気をつけ下さいね。 

最近は明日の英語発表を準備しています。卒業発表の日付も分かりました。来月の 19 日です。 

あと 1 ヶ月間しかないです。今、修士論文、修士要旨と卒業発表用の powerpoint を作成してい 

ます。中国からお土産を買ってきました。天津（てんしん）の名物菓子、天津麻花（テンシン 

マーホア）です。どうぞ、召し上がって下さい。新しい一年間、皆さんは元気で、よろしくお願い致します。 

 



 

 

新年会 料亭本田にて                 １月１５日（月）  

 改めまして、新年おめでとうございます。昨年末から年明けにかけ、比較的穏やかな天候で喜んで

いたところでしたが、漸く峠を過ぎた模様とは言え、2～3 日前より「これが福井の冬だ！」と思い

知らせられたような思いです。皆さんも痛い腰を摩りながら、同感と頷いてくださることでしょう。 

 さて、年度の半分が過ぎ、今までほぼ予定通りの成果を上げてきています。理事・役員の皆さまは

じめ全会員の皆様に感謝いたします。しかし、この後「４０周年記念事業」、「グローバル補助金を活

用した事業」、「スタディーツアー２０１８」などなど大きな意義ある事業が立て込んでいます。クラ

ブ全員が気持ちと力を一つに合わせて、より大きな成果が得られるよう頑張ってゆきましょう。よ

ろしくご協力のほど、お願い申し上げます。 

本日は新年会、今後の諸事業に向け、大いに英気を養うべく楽しみたいと思います。 

 

金会長 

開会の挨拶 

林田会長エレクトより 

次年度理事役員の発表 

山下直前会長の発声で、乾杯 

米山奨学生の王さんも、会員と共に楽しく

宴会に参加しました。 

林田会長エレクトより、閉会の挨拶 

今年の年賀状のやり取りについてお話があり

ました。皆さん、頷いて聞き入っていました 

最後は、「手に手つないで」♪♬♪ 

やっぱり、みんな笑顔 !(^^)! です 



 

委員会報告                   １月１５日（月）  

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 

 1 月 15日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 24,000円 486,000円 946,000円 

ロータリー財団 0 円 371,100円 

米山記念奨学会 0 円 263,000円 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 １６名 
 

金会長  新年おめでとうございます。今年も
（あと半期）宜しくお願い申し上げま
す。 

林田幹事 本年もよろしくお願いします。 

南    明けましておめでとうございます。 

本年もよろしくお願いします。妻の誕
生日を自祝して 

釣部   あけましておめでとうございます。４
０周年記念行事頑張りましょう。 

小見山  平成３０年度新しき年を皆様と共に
迎えることが出来、感謝です。 

今年もどうぞよろしく。 

林田數一 あけましておめでとうございます。 

北    あけましておめでとうございます。本
年もニコニコ箱をよろしくお願い致
します。 

下田   あけましておめでとうございます。今
年もよろしくお願い申し上げます。 

奥村   皆さん あけましておめでとうござ
います。今年もよろしくお願いしま
す。 

東角   新年あけましておめでとうございま 

す。今年の４０周年事業・式典よろし 

くお願いします。 

倉本   久しぶりの大雪にて。毎日除雪で筋肉
痛。年には勝てません。 

水﨑   あけましておめでとうございます。 

今年は４０周年記念行事という大仕
事があります。みなさんで、盛り上げ
て成功させましょう。 

◆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 

1/15 ３５ ２６ ８ ０ １ 76.47% 

【メーキャップ】 1/15～1/19 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 

12/18 ３５ ２３ ０ １０ ２ 69.70% 

12/25 ３５ ２２ １ １０ ２ 69.70% 

 

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 

杉本    あけましておめでとうございます。 

昨日、京都へ行かれたメンバー様ごくろうさま
でした。新年会楽しみます。 

竹内   あけましておめでとうございます。 

本年もよろしくお願いします。 

道木   あけましておめでとうございます。 

竹澤   あけましておめでとうございます。 

     東角さん よろしくお願いします。 

１月度祝事 

 

会 員 誕 生 日 

1/30  東角会員  60 

1/30  前川徹会員 56 

会 員 夫 人 誕 生 日 

1/ 2  南  会員夫人  雅子様 

1/ 3  道木 会員夫人  清美様 

1/ 6  上屋敷会員夫人  仁美様 

1/10 宮谷 会員夫人 明美様 

1/29  山下  会員夫人 幸恵様 


