
 

 

  

 

  

平成３０年 １月２９日（月）第 1924回例会 

19：00   開会点鐘 

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  金 定基  会長 

表  彰  大口寄付の認証  金会長 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

① ２月ロータリーレート 

1ドル＝110円（1月＝114円） 

② 青少年奉仕事業の報告書提出願い 

③ 2018-19年度 地区補助金 書類一式 

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  外部卓話 

 大濃 節子氏（接客アドバイザー） 

『 おもてなしの心の表し方 』 

20：00 閉会点鐘 

     
 

        

平成３０年１月２９日発行 

本日の例会  

平成３０年 ２月１２日（月）祝日にて休会 

平成３０年 ２月１９日（月）第 1926回例会 
ロータリーの友（２月号）解説 

下村 公共イメージ理事 

２月分奨学金授与 

平成３０年 ２月２６日（月）第 1927回例会 
坂井市丸岡包括支援センター長 山道 伊久江氏  

『 地域包括支援センター役割 』 

平成３０年 ３月 ５日（月）第 1928回例会 
職場訪問例会  ≪時間場所変更≫ 

 １１：００ 職場訪問 嶺北丸岡消防署 

 １２：００ 例会 食事あります 

 

 

平成３０年 ２月 ５日（月）第 1925回例会 
祝事 

外部卓話 福井税務署長 伊東 秀一氏 

『 分かりやすい国際課税 』 

 

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  

2018-19年度の名刺を作成依頼された会員様 

 本日、名刺の原稿をお渡しします。 

ご確認いただきまして、訂正の有無を 

事務局までお知らせ下さい。 

              〆切 １/３１ 

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 2/9 3/16 

鯖江 RC 金 2/9 

大野 RC 水 2/14 

 



  

先日新年会のご挨拶で、前半を終えほぼ当初の計画通りの成果が得られた旨を報告し、皆様

に感謝の意を述べさせていただきました。また後半、４０周年記念事業を中心に多くの重要な

事業が計画されています。全クラブ員が気持ちと力を一つにして、成功裏に遂行してゆくため

によろしくご協力お願い申し上げたところであります。今一度お願い申し上げます。 

それから、私の年度が創立４０周年の年度ではありますが、記念事業の柱の一つであるタイ

スタディーツアー２０１８が本年６月に予定され、その報告会を式典の目玉の一つにしたいと

考えました。もう一つ、林田千之さんに４０周年式典の顔になっていただきたいという私の希 

望もありまして、４０周年記念式典を次年度に予定させていただきました。当初は林田千之さんが難色を示していたの

ですが、私のたっての希望を何とか呑んでいただき、また、その旨理事会でもご承認いただきました。 

最後にインフルエンザＡ・Ｂともにかなり流行っています。今年の特徴は、３７℃以上の発熱がないのにＡまたはＢ

陽性の方が多発していることです。幸い抗インフルエンザ薬が良く効いており、ほとんどの方が１～２日で解熱してい

ます。周囲にインフルエンザの方がおられ、寒気、咽頭痛などがあれば我慢しないで受診することをお勧め致します。 

金 定基 会長挨拶                            １月２２日（月） 

第８回 理事会 議事録             １月２２日（月）  

【協議事項】    

①２月例会プログラムについて【東角クラブ管理運営理事】 

出席理事全会一致で承認 

②3/5 職場訪問について【松井職業奉仕委員長】 

出席理事全会一致で承認 

【報告事項】  

①ＬＹＬＡについて【竹内青少年奉仕委員長】 

2018 年 5 月 18 日（金）～20 日（日）2 泊 3 日 

参加者を１人募集しています。 

②タイからの消防署研修者来訪について【東角国際奉仕委員長】 

2018 年 3 月 26 日（月）～30 日（金） 

詳しくは２月の理事会で報告致します。 

 

２月プログラム 

日  時 内  容 

2/5（月） 

祝事 

外部卓話 福井税務署長 伊東 秀一氏 

『分かりやすい国際課税』 

2/12（月） 祝日の為 休会 

2/19（月） 

祝事 米山奨学金（２月分）授与 

ロータリーの友（２月号）解説  

 下村公共イメージ理事 

2/26（月） 

外部卓話 坂井市丸岡包括支援センター長     

山道 伊久江氏  

『地域包括支援センターの役割』 

 

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（累計額 9000＄） 

金会長 

MPHF（ﾏﾙﾁﾌﾟﾙﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ）Pin＋2（累計額 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 



 卓 話                       １月２２日（月）  

 

 

〇RI 会長メッセージ（3Ｐ） 

・多様性はロータリーの強みです。今日優れた奉仕活動を行うためだけではなく、今後

も、将来にわたって強力な組織であるためにも、多様性がロータリーにとって重要であり

続けることは明白です。 

・多様性に関して早急に取り組まなければならない課題の一つに、会員の年齢層の問題 

が挙げられます。将来、強力で有能なロータリーのリーダーシップを確保するためには、今、若く有能な会員を入

会させる必要があります。 

・ ロータリーの多様性を論じるのであれば、ジェンダーの観点も避けては通れません。 

世界の男女バランスを反映し、男性会員と同数の女性会員がいるという、各クラブが 

目標とするべき到達点にはまだ程遠いといえます。 

○ 奉仕について考える（8P～） 

・ 職業は受け手の側にこそ主導権がある。 

・ 自分の力に余りあるところで人一倍仕事をして、その一倍の報酬で自分に不足したと 

ころを人から自分に仕向けてもらい、相互の平均を保ちつつ生活を持続する、自分の 

ためにすることは、すなわち人のためにすることだ。 

・ 「職業奉仕」について考えるに当たり、職業が元来受け手側に主導権があり、従って受 

け手の意向に沿うことが大事だということ、そして、職業を構成している仕事が常によ 

り良いものをめざしているべきであり、それは必然的により良い人生と一体であるとい 

うもの。 

○ 私が実践する・考える職業奉仕（12P～） 

・ 人が育つための支援、それが私の実施する職業奉仕（大阪東 RC 島ノ内 英久） 

・ 全ての人の社会生活を阻害しない印刷物で奉仕をしていきたい（高崎北 RC 内藤 賢治） 

・ 上が命令、指示を出すのではなく、各自が思考し、行動する。朝のスタートは「四つのテスト」から始まりま

す。（佐賀南 RC 吉岡 義治） 

・ ドラッカー理論を学ぶことでロータリーの職業奉仕を具体的に理解しつつある（藤枝 RC 石垣 善康） 

・ 「四つのテスト」に照らして経営すると、社会により多く資する職業になる。（熊本北 RC 倉田 榮喜） 

○ ロータリー：変化をもたらす（21P～） 

・ 会員の良さを生かしていくのがロータリーの多様性ではないか。 

○ 企業人のための危機管理（73P【4P】〜） 

・ 危機管理の４つのポイント。 

・ 一度起こると大変、自分には関係ないと思わずに。 

「企業対象暴力対策」「怨恨退職者対策」 

・ 日本では異なる海外での危機管理。 

・ 組織犯罪のビジネスとなったテロ。 

 

《会員感想》 奉仕活動のとらえ方も人それぞれで、やりたいこと、また、入会の動機は人によって違うかもしれ

ませんが、ロータリアンであり続けるのは、ロータリーの会員であることに価値を見出し、ロータリーの奉仕活動

が世界にとって価値があると信じているからだと思います。ロータリーの友ではいつも、各地域で色々なロータリ

ー活動が行われていることに感銘を受けます。上屋敷会員、解説ありがとうございました。（文責  竹内 伸一） 

『ロータリーの友（１月号） 解説』     上屋敷 貴紀 雑誌広報ＩＴ委員長 



 

委員会報告                   １月２２日（月）  

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 

 1 月 22日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 15,000円 501,000円 961,000円 

ロータリー財団 15,000円 386,100円 

米山記念奨学会 15,000円 278,000円 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 １１名 

金会長  インフルエンザＡ・Ｂともに流行しています。

石鹸を使っての手洗いが大事です。 

林田幹事 今日はことのほか寒いですネ。上屋敷さん 友

解説ご苦労様です。 

下田   上屋敷さん 友解説ご苦労様です。 

奥村   上屋敷さん 友解説ご苦労さまです。 

山下   前回の大雪で痛めた背中が治らないうちに又、

降ってくるようです。被害のないことを祈りま

す。上屋敷さん 今日もよろしく！ 

倉本   本日も雪。都会は特に大変です。 

倉田   また寒波がやって来ました。気をつけましょ

う！上屋敷会員 ロータリーの友解説よろし

くお願いします。 

◆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 

1/22 ３５ ２０ ９ ３ ３ 62.50% 

【メーキャップ】 1/22～1/16 事務局受付分 
1/14 地区職業奉仕講演会 三寺1/22分、松井、竹澤、西出 
1/23 彦根南ＲＣ 柿木 1/22分 

 

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 
林田千之  北  下田 金  奥村 山下 東角 

倉本    倉田 竹内 松井 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者 １１名 
林田千之  北  下田 金  奥村 山下  

倉本    倉田 竹内 松井 竹澤 

水﨑   どうもインフルエンザに罹ったようです。鼻水が止まりま

せん。 

松井   上屋敷会員 ロータリーの友解説ご苦労様です。 

上屋敷  友の解説をさせていただきます。よろしくお願いします。 

竹澤   上屋敷さん 友解説よろしくお願いします。 

 

林田 幹事より 

1/20 京都立命館大学で、地区ロータリ

ー財団補助金管理セミナーに参加して

きました。 

財団補助金申請ハンドブックが発行されました。グロ

ーバル補助金の申請で、英語の得意な方が２名財団の

委員に就任されてそうで、これからは、相談してくださ

いとのことでした。 

 

 

松井 職業奉仕委員長より 

1/14 京都テルサホールで、職業奉仕講

演会に三寺・竹澤・西出会員と共に参加

してきました。演題「決議 23-34 への思 

いそしてそのこころ」 講師 千玄室氏「ロータリーの

歴史を知って、本質を学んでください。」刀根荘兵衛氏  

決議 23-34 は、ロータリーの原点、般若心経である。 

成り立ちから、現状までお話があり、社会奉仕と職業奉

仕についてわかりやすく、また世界的な流れもお話が

あり大変勉強になりました。ありがとうございました。 竹内 青少年奉仕委員長より 

1/20 京都商工会議所で、第２回青少年

奉仕担当者会議に参加してきました。 

内容は、本年度 RYLA(2018 年 5 月 18

日～20 日)要綱説明・前年度 RYLA 受講生体験談・青少

年奉仕各プログラムの参加経験者より、スピーチ・青少

年奉仕事業報告書提出のお願い等でした。 

RYLA への参加者『学び。 そして創造』と題して、休

暇村 近江八幡にて、開催されます。一昨年、当社の社

員が参加させていただき、よい経験となり、ますます頼

もしく成長しました。ぜひ参加者を推薦してください。

締切りは 2/28 です。 

 

 

水﨑 米山カウンセラーより 

1/18 福井大学で「留学生との交換のつ

どい」に参加してきました。 

県下の RC からも６名出席しました。 

福井大学には、留学生約 230 名そのうち半分近くは中

国からの留学生とのことでした。タイからの留学生 1名

と早速、メール交換し 

ました。大変賑やかな 

会でした。ご報告しま 

す。 


