
 

 

  

 

  

ビジター受付のみ 18：00～18：30 

福井水仙 RC 木 6/21 

 

ビジター受付のみ 12：00～12：30 

福井 RC 木 6/28 

福井あじさい RC 金 6/29 7/6,20 

福井北 RC 水 7/11 8/23 9/20 

福井西 RC 金 6/29 

福井南 RC 火 6/26 

三国 RC 金 6/22,29 

大野 RC 水 6/27 

敦賀西 RC 木 6/21 

 

平成３０年６月１８日発行 

平成３０年 ６月１８日（月）第 1942回例会 

18：30   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 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

① 次年度青少年交換担当委員長会議の案内 

  7/22 キャンパスプラザ京都にて 

② 財団セミナー 開催の案内 

  8/4   立命館大学 朱雀キャンパスにて 

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 

19：00  1年を振り返って 1回目 

①松井 職業奉仕委員長 

   ②道木 社会奉仕委員長 

③竹内 青少年奉仕委員長 

④杉本 ロータリー基金委員長 

⑤東角 クラブ管理運営理事 

⑥東角 国際奉仕委員長 

19：30 閉会点鐘   お疲れさん会 

本日の例会  

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

＜2018-19年度＞ 

平成３０年 ７月 ２日（月）第 1944回例会 
祝事 
新年度年度事業計画発表 １回目 

平成３０年 ７月 ９日（月）第 1945回例会 
新年度年度事業計画発表 ２回目 

平成３０年 ７月１６日（月）祝日の為 休会 

平成３０年 ７月２３日（月）第 1946回例会 
４０周年実行委員会 
新理事役員披露会 小松屋にて 
18：00～受付 

今後の予定  

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

各理事役員（3分間ずつ） 

①上屋敷 公共イメージ理事（代理） 

 ②林田恒正 会計 

③林田恒正 会員増強退会防止理事 

④金 会長 

⑤林田數一 ＳＡＡ 

★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 

次回の例会  



 

本日は、著者不詳ですが面白い切り口で鋭く説かれたロータリー論をご紹介いたします。 

「ロータリーの原点」 （著者不詳） 

「ロータリーの原点」とはいったい何時の事なのか、また具体的にはどういう事を指

すのか、これには百人百様の答えがありそうです。 

どうもロータリー百年の道程はあっちこっちに寄り道して、なかなか自分が心に描く

理想の目的地に到達しないようです。ところでロータリーの物指、あるいは、羅針盤な

るものは何なのか？と問われれば、言うまでもなくそれは「ロータリーの精神」でしょ 

う。しからば「ロータリーの精神」とは何か？と問われれば、私の考えでは、究極のところロータリーの精神は欲

望の自己制御でしかない、という事になります。そしてロータリーの目的は何か？となれば、職業人としての人作

りと言う一語をもって答えるしかありません。三段論法で、しからばどんな人を作るのか？となるでしょう。 

間柄の実学を体得した人を作るのです。そもそも倫理学とは「間柄の美学」なのです。そしてロータリーも「間

柄の美学です。」 

安易に「奉仕の精神」などと手垢のついた言葉で逃げないでください。奉仕、奉仕と叫んでいるうちにロータリ

ーは慈善団体になってしまったのです。私があってあなたがある・あなたがあって私がある…もっと具体的に言え

ば、夫があって妻があり、妻があって夫がある…親があって子があり、子があって親がある…買い手があって売り

手があり、売り手があって買い手がある…この二人の間柄が人間存在の原点ではありませんか。この間柄をいかに

美しく楽しくするか、そこから出発しない限り百の説法も空念仏です。 

「間柄を美しく保つためには、profit を公正に share しなければならず、それを正しく行おうとするためには、欲

望の自己抑制が必要なのだ。」という事でしょうか。 

金 定基 会長挨拶                           ６月１１日（月） 

委嘱状                                ６月１１日（月） 

2018-19 年度 2650 地区 地区委員 委嘱状  

林田數一会員 青少年育成委員会   委員 

林田千之会員 ロータリー情報委員会 委員 



 

  

卓 話                       ６月１１日（月）  

 

卓話の泉 タテ読み Ｐ１９より 

イデコ（ｉⅮｅＣｏ）とは 

確定拠出年金普及・推進協議会が公募して決定した個人型確定拠出年金の愛称で、Ｉ

ｎｄⅰⅴⅰｄｕａｌ－ｔｙｐｅ Ｄｅｆｉｎｅｄ Ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎ ｐ

ｅｎｓｉｏｎ ｐｌａｎ の単語の一部から名付けられたものです。個人で拠出した

掛け金を自分で運用して将来の老後資金を育てる私的年金の一つです。 

３つの税制優遇措置があります。 

１つ目は、掛け金全額が所得控除となることです。拠出した掛け金額及び課税所得に応じて、受けられる税制メ

リットの額も変わってきます。例えば課税所得金額３３０万円超から６９５万円以下の人が、月額１２，０００円

を拠出した場合の年間の税制メリットは４３，０００円になります。なお、掛け金が全額所得控除されるのは所得

がある人が対象となります。専業主婦や育児・介護休暇を取得しているなど年間を通じて所得がない人は、掛け金

を拠出しても所得控除が受けられません。 

２つ目は、運用益非課税です。受け取りまで複利で運用していきますから、期間が長いほど大きなメリットとな

ります。例えば毎月２万円拠出し、運用利回り年率３パーセントで３０年間運用を行った場合、一般的な運用に比

べて運用益非課税のイデコの運用は約１００万円上回ると試算されています。 

３つ目の税制メリットは、６０歳以降に資産を受け取る際の優遇措置です。一時金として受け取る場合は、イデ

コへの掛け金を拠出していた期間を勤続期間とみなして、退職所得控除の対象となります。年金として受け取る場

合は、公的年金等控除の対象となります。なお、障害給付金として受け取る場合や、死亡一時金として遺族が受け

取る場合にもそれぞれ税制メリットがあります。 

「上屋敷会員の意見」 

上記のように非常に良い商品のように思われますが、イデコは 

デメリットも当然あります。 

① ６０歳まで引き出せない＝60歳以前の費用に対応できない。 

② 自分で運用する必要がある＝年利３パーセントもの商品が 

あるのか。 

③ 手数料がかかる＝口座管理手数料などの経費負担。  他 多数 

現在、日本国民の預金は１５００兆円眠っていると言われている。国はその行き先をイデコにしたいのでしょ

う。イデコで銀行が預かると株式や不動産などに間接的に投資をすることになり、個人のお金が民間に戻って、

民間のお金が日本国内の経済を回すことにつながるということを考えてのことかもしれませんが、イデコは個人

的にはお勧めできません。 

 

 

 

 

＜会員感想＞ 

イデコという商品の解説が印象に残りました。 

上屋敷会員はイデコを一刀両断。 

参考にさせて頂きたいと思います。 

有難うございました。 

        （文責  倉田 教信） 

 

『ロータリーの友（６月号） 解説』  上屋敷 貴紀 雑誌広報ＩＴ委員長 



 

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                    ６月１１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 

 6 月 11日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 12,000円 829,000円 1,866,500円 

ロータリー財団 8,000 円 650,100円 

米山記念奨学会 12,000円 511,000円 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 １２名 

金会長 「上屋敷流」のユニーク「友」解説。期待してい

ます。 

釣部  上屋敷会員 ロータリー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。 

倉本  上屋敷会員 本日はロータリー友解説ご苦労様 

です。 

水﨑  ホタルの季節になりました。我が家の瀬戸にも２

週間程前から、数十匹のホタルが飛んでいます。 

竹内   上屋敷会員 本日の友解説よろしくお願い 

します。 

松井  上屋敷会員 ロータリーの友 よろしくお願い 

します。 

上屋敷 今年度最後の友解説させていただきます。 

    よろしくお願いします。 

川上  上屋敷会員 ロータリーの友解説ご苦労様です。 

竹澤  上屋敷さん 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 

6/11 ３２ １７ １１ １ ３ 58.62% 

【メーキャップ】 6/11～6/15 事務局受付分 

 福井ＲＣ 6/14 柿木 6/4分 上屋敷 未定分 

 

＜修正出席率＞ 

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 

6/4 ３２ ２７ ０ ２ ３ 93.10% 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者  ６名 
下田 金  東角 松井 川上 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者  ７名 
釣部 下田 金  竹内 松井 川上 竹澤 

 

上屋敷会員の解説時恒例

のパズルです。 

答えは、「エイセイクラブ」 

でした。 

衛星クラブとは。。。。 

ロータリークラブ設立の

ための手段のひとつです。

衛星クラブは、本格的な独

立したロータリークラブ

となるまでの短期間の移

行的形態です。 これによ

り、正規のロータリークラ

ブ設立に必要な最低 20 名

の創立会員がいなくても、

衛星クラブを通じてロー

タリアンとなる機会が与

えられます。 


