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ビジター受付のみ  12：00～12：30 
福井 RC 木 8/23 

福井北 RC 水 8/23 9/20 

福井南 RC 火 8/7,21,28 

福井西 RC 金 8/3,31 

三国 RC 金 8/3,10,31 9/28 

武生府中 RC 木 7/26 8/9,23 

 

平成３０年 ７月２３日（月）第 1946回例会 

18：00   開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「我らの生業」 斉唱 

会長挨拶  林田 千之  会長 

修了証授与 ＲＬＩパートⅠ 杉本 政昭副会長 
表  彰  ロータリー財団  

ポールハリスフェロー  
Pin +3 北 勇一会員 

         +Pin  松井 寛会員 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫  

① ＲＬＩパートⅠ 修了証 

  ② ﾛｰﾀﾘｰﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ発刊のご案内 パンフレット 

③ 職業奉仕講演会（2018年１月開催）報告書 

    クラブ職業奉仕活動レポート  

④ 第１７回 ロータリー全国囲碁大会案内 

⑤ ガバナー杯野球大会の案内 

⑥ 国際奉仕アンケートのお願い 

⑦ RLIパートⅡ研修会の案内 

≪他クラブより≫  

① 福井東 RC 友好クラブ２０周年記念誌 

≪その他≫  

① ウイングカップソフトボール大会礼状 

② コンベンション開催支援パンフレット 

 委員会報告 

① 例会出席報告 

18：15  第２回 ４０周年実行委員会 

19：00 閉会点鐘 

    新理事役員披露会 

本日の例会  

平成３０年 ８月 ６日（月）第 1948回例会 

祝事 

クラブアッセンブリー  木村ガバナー補佐 
『ガバナー公式訪問に向けて』 

ロータリーの友（８月号） 解説 

平成３０年 ８月１３日（月）お盆の為 休会 

平成３０年 ８月２０日（月）⇒ 
８月２３日（木）第 1949回例会 

高校生の為の就職模擬面接会 

福井県立坂井高校にて 
8：00～受付  12：30～例会点鐘 

平成３０年 ８月２７日（月）第 1950回例会 

ガバナー公式訪問 
15：00～ 高椋コミュニティーセンターにて 
 

今後の例会予定  

平成３０年 ７月３０日（月）第 1947回例会 
表敬訪問 山中ＲＣ 三国ＲＣ 

ロータリーの友（７月号） 解説 

           西出 智一会員 

 

次回の例会  

平成３０年７月２３日発行 

丸岡ロータリークラブ会報 

ビジター受付のみ 18：00～18：30 

福井水仙 RC 木 9/27 

 

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

ＲＩ２６５０地区スローガン 

丸岡ロータリークラブ テーマ 



  

林田 千之 会長挨拶                          ７月９日（月） 

ようやく雨も収まり、丸岡地区は大過なくありがたいですが、広島や岡山は大変な災

害となり、お見舞い申し上げます。 

さて、私は以前より丸岡へ鉄道を誘致したいとの思いをもっております。そこで、本

日は「丸岡鉄道」についてお話したいと思います。丸岡町は、越前丸岡藩５万石の城

下町で、坂井平野の中核街です。しかし、明治中頃より次々に浮上した鉄道計画では、

いずれも丸岡は蚊帳の外におかれており、明治２３年には丸岡町の有志たちが再三に

わたって働きかけました。しかし、実際には、明治３０年に開通した北陸線は丸岡町

から大きく外れるルートで敷設されてしまいました。そこで、丸岡町と高椋村の有志

たちは、上新庄駅（現ＪＲ丸岡駅）～丸岡市街を結ぶ軽便鉄道を計画し、丸岡鉄道株

式会 

社を設立しました。大正 4 年、本丸岡～上新庄の４キロが開業しました。昭和６年には、本丸岡～上新庄～西長田

が開通。その後昭和３０年代後半から車やトラックに仕事を奪われ、赤字に転落し、昭和４３年廃止となりました。

しかし、現在、あわら温泉駅や、福井駅には、新幹線が停まるようになります。その駅からの足として、やはり鉄

道が必要だと思います。ローカル線がなくなったところは、過疎化していくという話もありますので、ぜひ、「丸

岡へ鉄道を！！」という運動に賛同いただきたいと思います。 

競馬場が 

ありました 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

         

 

 
職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕を統括する役目が今年度より新設されました。それ

ぞれの奉仕委員会が連携を持ち、また予算面での調整をしていきます。本年度も、国際奉仕と青

少年奉仕では、スタディツアーで事業連携をしていきます。 

また、昨年度より青少年が関わる事業について、プライバシーの尊重・法的に瑕疵がない場合の責任の所在等につ

いて誓約書を提出するという流れになってきています。危機管理等の観点からのＲＩ、地区からの要請が今後く

るかと思いますが、書類の提出等求められる際には、どうぞご協力お願い致します。 

 

４０周年記念事業も兼ねて、 

９/１３～１８タイスタディツアーを 

行います。事業を通してメンバーと高校生が関わり、ともに学んでいけたらと思います。 

青少年奉仕委員会、広報委員会とコラボして進めています。事業を通してそれぞれの委員会、メンバーを巻き込

んでロータリー活動を活発にしていきたいと思っています。自分自身タイへ事前に訪問して、準備を進めます。

            

  

「会員各々が職業奉仕の理念を理解してもらい、向上をめざし、職業を通じて地域社会への奉仕を

考える」という基本方針のもと、今年度は３つの事業を計画しました。１点目は、８/２３ 例年

行っています高校生に対しての就職模擬面接会を実施します。２点目は、職場訪問です。事業内容 

は未定です。１月ごろ予定。３点目は８/２３開催の高校生ロボットコンテストへの協賛。協賛金は５万円です。 

継続事業は、ウイングカップソフトボール大会への臨席、協賛また、ＲＹＬＡへの派遣事業です。 

少年サッカー大会は、中止の方向で検討中です。 

タイスタディツアーの事前オリエンテーションを予定しています。スタディツアーは現地に行く 

ことで得られるものが大きいと思いますが、より事業を効果的にするために、事前準備の為だけではなく、中身

の濃いもの企画しています。丸岡高校と坂井高校の２校から参加者を募りましたので、学校間の垣根を取り払う

べく、合宿形式でのオリエンテーションを考えています。 

もう１点の事業として、冬頃「青少年論語学習講座」を企画しています。小学生に論語を通じて生きる上で大切

なことを学んでもらう為、丸岡 RC オリジナル論語カルタを作成し、小学校への配布及び論語カルタ大会の開催

を予定しています。 

ロータリ財団へのご寄付は、地区補助金事業への金額の判断材料となりますので、ぜひ今年度もた

くさんのご寄付をお願いします。８月に地区での財団セミナーへの参加が補助金申請するための

必須条件らしいので、しっかり学んで参ります。米山記念奨学会へのご寄付は、賛否両論多々ある

かと思いますが、どうかご寄付よろしくお願い致します。 

新年度方針発表 ②                 ７月９日（月）  

東角操 奉仕プロジェクト部門理事 

上屋敷貴紀 職業奉仕委員（道木委員長所用で欠席の為代理） 

西出智一 国際奉仕委員長 

瀬野友伸 青少年奉仕委員長 

竹澤俊彦 ロータリー基金委員

長 

下田重道 ＳＡＡ 

例会が和やかに、また秩序あるように気を配り、設営・監督します。来賓、ビジターに失礼の無き

よう心がけます。例会中の私語の禁止を徹底します。携帯電話は音が出ないようにしてもらいま

す。早退は事前に連絡してもらうようにします。     

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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－林田恒正 会報委員会 委員長－倉田教信 副委員長－前川 徹 

委 員－杉本政昭 瀬野友伸 竹澤俊彦 

関山雄士 宮谷正志 

川上純幸 

委員会報告                    ７月９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 

 7 月 9 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 17,000円 56,000円 483,500円 

ロータリー財団 16,000円 68,000円 

米山記念奨学会 14,000円 60,000円 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者  １３名 

林田会長 大水害お見舞申し上げます。 

松井幹事 大雨と猛暑、体に気を付けましょう。 

釣部   各地域で水害、大変でした。 

下田   大変な雨でした。 

奥村   梅雨明け宣言があり、これから冷たいビールが

おいしい時期になりました。 

山下   事務局のコピー機が新しくなり、フルカラーの

会報になりました。とてもいいですね。 

東角   多発的な災害。いつ来ても大丈夫なように備え

を怠らないように。被災者にお見舞い申し上げ

ます。 

倉本   我が日本の国は災害が多いです。心よりお見舞

い申し上げます。 

倉田   ついに梅雨明けしました。本格的な夏の始まり

です。暑さに負けず頑張りましょう。 

水﨑   ４０周年記念事業、いよいよ動き出しますネ。

忙しい年度になりそうですネ。皆さん、頑張り

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 

7/9 ３２ ２２ ９ ０ ３ 75.86% 

【メーキャップ】 7/9～7/20 事務局受付分 

 7/15 地区職業奉仕担当者研修会 上屋敷 7/23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 

7/2 ３２ ２７ ０ ４ １ 87.10% 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １３名 
釣部 林田千之 北  下田 奥村 倉本 倉田 水﨑 

柿木 杉本   松井 川上 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者  １２名 
釣部 林田千之 北  下田 奥村 倉本 倉田 水﨑 

柿木 松井 川上 竹澤 

柿木   毎日暑いですが、体に気をつけて頑張りましょう。 

川上   新年度事業計画発表、楽しみにしています。 

竹澤   梅雨明けしました！皆さん体調管理きをつけて！ 

 

第 12回ロータリーカップ学童軟式野球大会 

三国ＲＣとの共催 ７月７日・８日から雨の為、１４

日・１５日に順延になりましたが、猛暑の中、無事に開

催されました。開会式・閉会式に参加くださった皆様あ

りがとうございました。 

 

第 44回ウイングカップソフトボール大会 

７月１５日 県内外から１１チーム、選手 145 名の参

加で、猛暑の中、開催されました。開会式・閉会式に参

加くださった皆様ありがとうございました。 

 


