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ビジター受付のみ  12：00～12：30 
福井 RC 木 3/14 4/11,18 

福井南 RC 火 4/2,9 

福井西 RC 金 3/29 

福井東 RC 月 3/18 

福井あじさい RC 金 4/12 6/28 

三国 RC 金 3/29 

敦賀西 RC 木 3/14,28 

 

平成３１年 ３月１１日（月）第 1971回例会 

19：00 開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「奉仕の理想」 斉唱 

会長挨拶   林田 千之  会長 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

① 地区大会における選挙人選出願い 

≪他クラブより≫ 

  ①第 163回福井県下ロータリークラブ 

現・新会長幹事会のための資料作成願い 

 ホストクラブ：武生府中ＲＣ 

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  卓話 

 外部卓話 『 福井県経済の現状と 

今後の課題について 』 

日本銀行福井事務所 

 所長 小泉 達哉 氏（福井ＲＣ） 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

平成３１年 ３月２５日（月）第 1973回例会 
外部卓話 坂井市教育委員会指導主事 

 浅野正樹氏   

「いじめについて 子供の実態と市の取り組み」 

平成３１年 ４月 １日（月）第 1974回例会 
祝事 

新入会員卓話 岩田美雪会員 

平成３１年 ４月 ８日（月）第 1975回例会 
ロータリーの友（４月号）解説  担当者未定 

平成３１年 ４月１５日（月）第 1976回例会 
職場訪問 清川メッキ工業株式会社様 

11：30     丸岡支所前より バス乗車 

12：00～13：00 例会（食事があります） 

13：00～14：30 見学 

14：30～    バスで丸岡へ戻る 

平成３１年 ４月２２日（月）振替にて休会 
        ↓ 
平成３１年 ４月２５日（木）第 1977回例会 
山中ＲＣとの合同例会  場所：小松屋 

17:30～     受付開始 

18:00～     開会点鐘 

18:15        閉会点鐘 

18:15～19:15   記念講演会  ＜未定＞ 

19:40～     懇親会 

平成３１年 ４月２９日（月）祝日の為休会 

今後の例会予定  

平成３１年 ３月１８日（月）第 1972回例会 
ロータリーの友（３月号）解説  瀬野友伸会員 

 

次回の例会  

平成３１年３月１１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 3/14 4/4 5/30 

 

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 



  

 本日は、気になる新聞記事を見つけましたので、ご紹介します。「パリ講和会議 100 年、

なぜ報道しないのか」という題で元東京大学資料編纂所教授坂井信彦氏が「新聞に喝！」

というコーナーで述べています。「今年の１月１８日はいかなる日であったか。それは第一

次世界大戦終結後に行われたパリ講和会議が１００年前に開幕した日なのである。世界的

に極めて記念すべき日なのに、これを報道した新聞は全くなかったようだ。パリ講和会議

で決められた事項で最も重要なものは、米国のウィルソン大統領が提唱していた「民族自

決・民族独立」の原則に基づいて欧州に独立国が一挙に出現したことである。それは同時

に、ドイツ、オーストリア＝ハンガリー、ロシア、トルコの 4 つの帝国が滅亡したことで

もあった。即ち、帝国のもとで抑圧されていた民族が独立するという歴史の大きな進歩が 

実現したわけである。ただし、この時に独立したのは欧州の国だけだった。アジアやアフリカについては、基本的

に適用されず、広範に植民地が存続することになった。日本が提案した人種差別撤廃案は賛成が反対を上回ったが、

議長の最低で成立しなかった。米国自身が、深刻な人種差別問題を抱えており、まもなく日本人移民も禁止された。

しかしその後、第二次世界大戦を契機に数百年も続いてきた植民地支配体制が崩壊し、アジア・アフリカに実に多

数の独立国が誕生することになった。世界史的に極めて重要なパリ講和会議の開催日について、新聞各紙がこれほ

どまでに無関心なのはなぜか。新聞各紙が、世界の歴史の流れ、進歩、発展とはいかなるものかをまるで理解して

いないという状態を端的に示している、と言わざるを得ない。」 

 次に、クラブ奉仕について＜その４＞ということで【プログラム委員会】についてお話致します。 

例会はロータリーの基本的活動です。クラブ奉仕の各委員会は、こぞってこのための努力をします。しかし、例会

時間の半分の３０分間がプログラムの受持ちとなるとプログラムこそロータリー活動の主幹をなしているといえ

ます。例会プログラム＝ロータリーといえるでしょう。四大奉仕を具現するよう立案されるようにしなければなり

ません。例会プログラムをアトラクション、余興、呼び物的な考えをするのは当たっていません。「楽しい」という

事は、「おもしろい・おかしい」事とは違います。興味をそそり、意欲を満たすということになります。 

プログラムの内容は、 

①会員同士一層深く知り合い親睦が深まるようなもの 

②ロータリーを理解させるもの 

③広く各業界や地域社会を知り、奉仕活動の資料となりえるもの等、ロータリーの目標である親睦と奉仕を促進す

るものということになります。この内容の為には、外来者の講演よりむしろ会員のスピーチの方が効果的と思いま

す。そこで例会プログラムは「各委員会受け持ち」で提供することを原則としています。従って、プログラム委員

は、プログラムを組立てる役であって自らスピーカーを探し回る役ではないということです。 

もちろん、卓話が終わった時には、会長は丁重にかつロータリーに寄せた謝礼を必ず述べるべきであります。 

林田 千之 会長挨拶                          ３月４日（月） 

第１０回 理事会 議事録              ３月４日（月）  

【協議事項】    

①４月例会プログラムについて【杉本クラブ管理運営理事】 

全会一致で承認   

②4/15職場訪問について 【道木職業奉仕委員長】 

全会一致で承認  

③4/25山中ＲＣとの合同例会について【杉本クラブ管理運営理事】 

全会一致で承認  

④退会者について【奥村会員増強退会防止理事】 

関山会員の退会を承認（2019年 6月末退会） 

現在会員数３２名 

日  時 内  容 

4/1（月） 
祝事 

新入会員卓話  岩田美雪会員 

4/8（月） 
ロータリーの友（４月号）解説 

担当：未定 

4/15（月） 
職場訪問例会   12：00開会点鐘 

 清川メッキ工業株式会社様 

4/22（月） 

⇒4/25（木） 

山中ＲＣ合同例会 18：00開会点鐘 

 小松屋にて 

 

４月プログラム 



 

福井県教育庁義務教育課長や小中学

校の校長などを歴任、和歌山県教育委

員会の新しいポスト「教育企画監」就任

の要請を受け、丸岡中学校校長を定年

退職後すぐの平成 27 年 4 月から平成

30 年 3 月末までの 3 年間務める。 

福井大学出身なので、人生初めての県外での生活であった。 

●和歌山県の印象 

中央に険しい紀伊山地があり僻地が多い。東西に長く県庁から新宮市まで 4 時間かかる。福井県は小浜市まで車

を飛ばせば 1 時間半ほどで行ってしまうので、県内のどこへ行くのでも遠い感じがする。紀北（きほく）、紀中（き

ちゅう）、田辺西牟婁（たなべにしむろ）、新宮東牟婁（しんぐうひがしむろ）の 4 地域があり、それぞれの地域の

文化が違う。新宮市は材木を江戸へ運んだ港で、江戸の文化の入口としてプライドが高く、言葉も東京弁である。 

●和歌山県の教育環境 

中高一貫の私立高が 5 校、公立も同じく 5 校あり、特に私学が強い。小学校で優秀な児童は、ほぼ全員が中高一

貫校へ進む。そのため、地元の普通の中学校、普通の高校の生徒たちの学力は低い傾向がある。地域の経済格差が大

きな影響も及ぼしている。家庭の貧困率も高い県である。赴任当時、全国で学力最下位の県だったのである。 

●福井県との違い 

県内の移動時間が短い福井県は、情報が共有しやすい環境である。協力して米を作る文化は、協力体制ができや

すい土壌ができている。個性は育たないが平均力はある。和歌山県にはすばらしい授業をする先生もいる。両県の

小中校トップクラス数校を比較したら和歌山が上。両県のトップクラスの先生数人の授業を比較したら和歌山が上。

でも、平均したら福井県の教育レベルは高いのである。なぜだかわからない。 

●和歌山県の教育の改革 

福井県の高卒の就職先はほとんど県内だが、和歌山県は 90％が大阪に就職する。ふるさと教育に力を入れたいと

いう知事の強い思いがある。経済力の向上から子供の教育の安定を図りたいとも思っている。教員の質を高めるこ

とも重要で、毎年 25 人を秋田県の学校へ派遣させた。早く教育力、学習能力を高めるには、福井県で学ぶべきこと

はない。福井県の地域力、親の教育への関心力、宿題を出せばほとんどの子がやってくる（和歌山は 6 割ぐらいし

かやってこないので驚く）まじめさが、福井県の教育力を上げており、これを学んでも和歌山では活かせないと感

じたからである。 

＜会員感想＞自己アピールできる力、相手を説得させる、納得させる言葉を身に

付ける力がこれから必要とおっしゃった。スマホ・ＳＮＳ時代に突入した現代。

言葉や文章の大事さを感じています。（文責 前川徹） 

 

 

 

『外から見た福井県の教育』 牧野 行治 氏 

                福井県教育総合研究所 所長 

（元 和歌山県教育委員会教育企画監） 

                           

 

３月度祝事 

 

会 員 誕 生 日 

3/1  道木会員  51 

3/3   北会員   77 

3/8  岩田会員  35 

3/20  山岸会員   77 

3/28  中島会員  86 

今月は、ご夫人誕生日の方は、 

いらっしゃいません 

卓 話                        ３月４日（月）  

結 婚 記 念 日 

3/17   倉本会員  3/29   奥村会員 

3/18   山下会員  3/29   下田会員 

3/20   水﨑会員  3/28   金会員 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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                     ３月４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 

 3 月 4 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 27,000円 538,000円 1,430,500円 

ロータリー財団 28,000円 425,000円 

米山記念奨学会 15,000円 345,000円 

 

◆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 

3/4 ３２ ２５ ５ ０ １ 83.33% 

【メーキャップ】 3/4～3/8 事務局受付分 

 2/16 合同地区委員会 林田數一 未定分 

 2/23 地区ﾁｰﾑ研修ｾﾐﾅｰ 奥村   未定分 

 3/8  福井西 金 3/11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 

2/25 ３２ ２５ １ ５ １ 73.33% 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １８名 

林田会長 牧野先生常々大変お世話になります。今日はよ

ろしくお願いします。 

松井幹事 先日タイタクアパＲＣとのグローバルグラン

ツ式典に出席してまいりました。今後もＧ補助

金事業での結果を見守ることができるといい

のではないかと思いました。子供たちの成長が

楽しみです。牧野先生 卓話ありがとうござい

ます。 

中島   誕生日を祝って。86 歳の大台にのりました。 

釣部   牧野所長 卓話ありがとうございます。 

北    牧野先生 本日は卓話ありがとうございます。

誕生日を自祝して。 

下田   結婚記念日を自祝して。前回休みまして、ペル

ーへ行って、ナスカの地上絵とマチュピチュを

見てきました。 

金    牧野先生 卓話ありがとうございます。結婚記

念日を自祝して。 

奥村   牧野様 本日は卓話ありがとうございます。 

林田恒正 牧野先生 お話ありがとうございます。 

山下   東角・杉本・松井会員 タイ訪問ご苦労様でし

た。 

東角   牧野先生 本日は宜しくお願いします。 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １４名 
南  釣部 林田千之 下田 金 奥村 林田恒正 

山下 東角 倉田  柿木 杉本 松井 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者  １２名 
釣部 林田千之 下田 金 奥村 林田恒正 山下 

倉田 水﨑 杉本 松井 竹澤 

 本日の会報に掲載してあります杉本会員からの報告のとおり

２/２５～２７タイを訪問してグローバル補助金事業の終了セ

レモニーに参加してきました。同時に事業報告を国際ロータリ

ーに提出するために、タクアパＲＣと資金の流れや事業の成果

について詳しく報告を受けてきました。また支援した各学校も

見学してきました。各学校の先生方に読み聞かせの指導を行っ

た研修機関（ＴＷＡ）の担当者によると、事業の成果は大いに

あったようです。 

 

倉本 結婚記念日を自祝して。都合により早退致します。 

倉田 牧野行治様 卓話ありがとうございます。申し訳ありません。

仕事の都合にて本日早退させていただきます。 

水﨑 牧野先生 卓話よろしくお願いします。 

柿木 牧野先生 卓話ありがとうございます。 

杉本 牧野先生 本日卓話宜しくお願いします。 

三寺 牧野先生 ６年前の丸岡中学時代はお世話になり感謝します。

お元気な姿を拝見しうれしいです。 

竹澤 牧野所長 本日の卓話よろしくお願いします。 

研修した先生による読み

聞かせの様子 

 

ＴＷＡ研修の

様子 

 

グローバル補助金事業について  東角会員       ３月４日（月）  


