
 

 

  

 

  

平成３０年 ５月２１日（月）第 1938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 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

① 2018-19年度会員増強・公共イメージ向上セ

ミナーに向けての問いかけ 

⇒今年度・次年度 公共イメージ理事へ 

② ガバナー月信５月号記事の訂正とお詫び 

   ⇒７頁「２月会員数の増減及び出席率表」

の期首会員数のデータに誤り 

≪他クラブより≫ 

① 福井ﾌｪﾆｯｸｽ RCより 

 ２５周年記念式典・祝賀会へご臨席御礼 

  ② 島原南 RCより 会報 

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  クラブフォーラム『出席率向上の為に』 
     ⇒４頁に本日のグループ編成記載 

20：00 閉会点鐘 

 

平成３０年５月２１日発行 

本日の例会  

平成３０年 ６月 ４日（月）第 1940回例会 
祝事 

『新入会員候補者推薦ワークショップ』 

平成３０年 ６月１１日（月）第 1941回例会 
ロータリーの友（６月号）解説 

上屋敷 貴紀 雑誌広報ＩＴ委員 

平成３０年 ６月１８日（月）第 1942回例会 
お疲れさん会   於：小松屋 

18:00～ 受付開始 
18:30～ 例会点鐘 
     １年を振り返って① 各理事役員 
19:30～ お疲れさん会 

平成３０年 ６月２５日（月）第 1943回例会 
 １年を振り返って② 各理事役員 

★タイ タクアパＲＣにて★ 

・グローバル補助金事業で購入・開始された 
絵本読み聞かせスキルアップトレーニング等
開始にともなう式典参加  
⇒ 山下会員 杉本会員 松井会員 

・ビデオレターでのご挨拶 
⇒ 金会長 

 

 

平成３０年 ５月２８日（月）第 1939回例会 

会員卓話 山下 健治 会員 

 『１０年ひと昔、３０年で大昔 

―時代が変われば不動産市場も変わる―』 

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 6/14,28 

福井あじさい RC 金 6/29 

福井西 RC 金 6/29 

福井南 RC 火 5/22 6/5,26 

三国 RC 金 6/22,29 

武生府中 RC 木 5/24,31 

大野 RC 水 5/23,30 6/27 

 

ビジター受付のみ 18：00～18：30 

福井水仙 RC 木 6/21 

 



 

 

 

・青少年交換留学生を受け入れる 

丸岡ＲＣでもこれまで 11 人の学生を派遣し、9 人の学生を受けている。対象はロ

ータリアンの子弟でなければならないため、私（山岸）、林田さん、福山さん、高島

さんの子供が留学し、ホストファミリーも経験している。留学生は丸岡高校へ通い、

必要な費用はすべて丸岡ＲＣが負担するのだが、授業料は免除されていた。１年間

の留学だが、昔は日本に帰ってきても進級できなかったが、今は進級できるので、

ぜひお子さんのいる方は留学を考えてみたらどうか。 

 

一週間後にクラブフォーラム「出席率向上のために」を控え、以前「職業奉仕」で取

り上げたことのある、田中毅氏の説く「例会出席」を紹介いたします。 

「例会出席のメリット 田中毅」 からの抜粋 

ロータリーの職業奉仕は、例会に於ける会員の事業上の発想の交換によって行われ

てきました。更に、例会を通じた会員同士の切磋琢磨によって、真の親睦が形成され

てきました。従って、例会出席はロータリー運動を形成するための必要条件であり、

更に、密度の高い事業上の発想の交換をしたり、親睦を深めるためには、頻繁に例会

を持つことが必要になります。米山梅吉が述べた「ロータリーの例会は人生の道場で

ある」という言葉を、今一度思い起こす必要があります。 

ロータリー運動の必要条件である例会出席と、数ある奉仕活動の一形態に過ぎないボランティア活動が同列に、

いや逆転して考えられるのは悲しい現実です。 ＲＩや一部の国のクラブが職業奉仕を忘れ去って、ボランティア

活動にうつつを抜かすと非難することは簡単ですが、その一方で私たちが、職業奉仕の理念形成や人格形成の場と

して、有意義な例会を開いているかどうかを反省する必要があります。 僅か一時間の例会で、それも、会長の時

間や幹事や委員会の報告で１５分、卓話で３０分、肝心の会員同士が事業上の発想の交換をする時間は、食事時間

を含めて１５分しかなく、例会は完全に形式的なものになっています。その卓話すらも部外者を呼んで、余りロー

タリーとは関連のない話を聞くのでは、何のための例会かということになります。 クラブの会員は、事業に従事

すべき大切な時間を割いて例会に出席しているのです。事業で得られる profits をはるかに超える profits が、例会

出席で得られてこそ、例会に出席する意味があるのです。果たして皆さま方のクラブは、こういったメリットを例

会参加者に与えているでしょうか。 例会出席によって大きなメリットを得るという、ロータリアンの特権を享受

するために例会に出席するか、それとも義務としていやいや例会に出席するかによって、会員の態度に大きな差が

現れてきます。積極的に例会を楽しむのか、それとも必要最低限にしか出席しないかの差でしょう。  

会員には世界中のどこのクラブででもメークアップをする権利があります。これは、全てのクラブは、定められ

た場所、曜日、時間に、必ず例会を開かなければならないことを義務付けられていることを意味します。毎週 1 回

の例会を大切にし、それに加えて、奉仕活動の実践やレクリエーションを楽しんでこそ、ロータリー・ライフを真

にエンジョイできるのではないでしょうか。   

「 休会と知りつつのサイン・メークアップ」は、日本特有な現象であり、外国のクラブでは殆どみかけません。

実質的に例会に参加しないで、高い出席率を誇ったとしても、何の意味もありません。 クラブは会員にメリット

を与えるように例会運営を抜本的に見直し、会員は自らのクラブでも、他クラブのメークアップでも、真摯な態度

で例会に参加するように努力する必要があることを痛感します。 

以上熟読し、クラブフォーラムに際し参考にしていただければ幸いです。 

 

金 定基 会長挨拶                           ５月１４日（月） 

卓 話                       ５月１４日（月）  

『ロータリーの友（５月号） 解説』    山岸 功 雑誌広報ＩＴ委員 



  

・木の可能性 

「なぜ木を植えるのですか。なぜ木かって？ 誰でもできることだからで

す。木を必要とする場所に木を植える。木を植えるという作業は原始的で何か

人々の心に訴えかけるものがあります。どういうわけか木を植えることは

人々の心をつかむのです。」と書かれている。丸岡城のサクラの木は丸岡ＲＣ

が植えてきたものではないか。続けていけたらと思う。 

・米山記念奨学事業 50年のあゆみ⑥ 

米山記念奨学会学務・学友委員の関場慶博さんとは面識がある。関場さん

は、学務・学友委員の打診を受けた時に、より多くのロータリアンから正しい

理解と支援を得て、より世界的に価値ある事業へと広げたい。そのためにはま

ず、ＲＩから正式な認証を受けられるようにすること。すでに日本で学ぶ留学

生を対象とするのではなく、経済的事情で来日できない優秀な学生を世界各

国から呼べるようにすること。これら２つのことを熱心に訴えた。「現地採用 

ロータリー米山奨学金（当時）」の創設が実現し、第 1 期のベトナムで選考試験に臨む女子学生のキラキラ輝く瞳

を見て、現地採用は米山が進むべき道の一つであると確信したと述べている。 

韓国からの留学生が多く、それも銀行の頭取の妻と息子が米山で日本の大学で勉強したということもあり、ロー

タリアンの取るべき姿ではないなと思っていた。しかし、関場さんの文章を読んで少し考えが変わった。これから

も協力していきたい。 

・友愛の広場 

○私見・職業奉仕論（札幌東 山崎俊彦） 

故・松下幸之助翁が、奉仕の実践として当時日本最大の歩道橋を大阪の梅

田駅前に造り、「松下歩道橋」とは決して呼ばせなかったということが書か

れている。 

私は、自分の仕事を全うして税金を納める、それが職業奉仕である。余裕が

できたら余力を社会奉仕に捧げればいいと思っている。 

○新生！ 鯖江ＲＣ誕生（鯖江 大島恒彦） 

鯖江ＲＣと鯖江北ＲＣの合併が承認されたことが書かれている。 

ＲＣをどんどん増やせという時代があった。しかし、ガバナーが一つのＲ

Ｃを一日かけて訪れることができない状態ではいけないと思っている。1 年

に 1回、じっくりとひざを突き合わせたいものだ。 

 

＜会員感想＞ 山岸会員のロータリアンとしてのこれまでの実践、経験からの解説で、とても分かりやすく、ま

た、今後の丸岡ＲＣの活動の方向性も示唆していただいたものでした。        （文責 前川 徹） 



 

丸岡ロータリークラブ 
会員数：３２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  

委 員―倉田教信 竹内伸一 前川 徹 

川上純幸 

委員会報告                    ５月１４日（月）  

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 5 月 14日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 26,000円 767,000円 1,804,500円 

ロータリー財団 12,000円 589,100円 

米山記念奨学会 15,000円 454,000円 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 １７名 

金会長  昨日福井フェニックスＲＣの２５周年式典に

行ってきました。安来節あり、おっさんのチ

アダンスあり、個性豊かなお祭り騒ぎ。大い

に楽しんで来ました。 

林田幹事 山岸さん ロータリーの友解説ご苦労さんで

す。 

下田   山岸さん「友」解説ご苦労様です。 

奥村   先日の母の葬儀の際には、いろいろとありが

とうございました。ロータリアンの友情に感

謝！ 

林田恒正 誕生日を自祝して。 

山下   山岸さん 本日は友の解説楽しみにしていま

す。 

東角   山岸様 今日はご苦労様です。よろしくお願

いします。  

倉本   ロータリーの友解説 山岸会員 ごくろうさ

まです。 

倉田   山岸会員 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 

5/14 ３２ ２３ ５ ２ ２ 76.67% 

【メーキャップ】 5/14～5/18 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 

5/7 ３２ ２２ ０ ８ ２ 73.33% 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者  ９名 
林田千之  下田 金  奥村 林田恒正 東角 

倉田    川上 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者 １０名 
中島 林田千之  下田 金  奥村 林田恒正 

倉田 水﨑    川上 竹澤 

水﨑  山岸さん ロータリー友の解説ごくろう様です。 

柿木  山岸さん ロータリーの友解説 ご苦労様です。 

川上  山岸様 友解説よろしくお願いします。 

竹澤  山岸さん 友解説よろしくお願いします。 

① 釣部勝義（進行） 中島忠信 倉田教信（記録） 柿木満雄 西出智一  

② 林田数一（進行） 南 利明 山岸 功 倉本正一郎 杉本政昭（記録） 竹澤俊彦 

③ 林田恒正（進行）  林田千之 奥村雅徳 三寺康信（記録） 川上純幸  

④ 山下健治（進行） 小見山 修 金 定基 松井 寛（記録） 瀬野友伸  

⑤ 水崎亮博（進行） 北 勇一 下田重道 前川 徹（記録） 道木宏昌 上屋敷貴紀 

 

本日（５/２１）のクラブフォーラムのグループ編成です。 ご確認ください。 

ロータリー情報委員会 


