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

福井南 RC 火 4/2,9 

福井西 RC 金 3/29 

福井北 RC 水 4/3 

福井あじさい RC 金 4/12 6/28 

三国 RC 金 3/29 

武生 RC 火 4/2,16 

敦賀西 RC 木 3/28 

 

平成３１年 ３月１８日（月）第 1972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   林田 千之  会長 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

① 【地区大会】本会議当日についての連絡 

② 2019年ﾛｰﾀﾘｰ国際大会投票代議員用の書類 

≪他クラブよりより≫ 

① 第 163回福井県ＲＣ現・新会長幹事会案内 

5/18（土）14：30受付 

  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 

 ロータリーの友（３月号） 

解説 

瀬野 友伸 会員 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

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」 

次回の例会  

平成３１年３月１８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 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 



  

川上純幸親睦委員長より 

４月２５日（木） 

山中ロータリークラブとの 

合同例会を開催します。 

詳細は、事務局より発送し

た文書のとおりです。出欠

のご返事は、４月１日（月） 

までにお願いします。 

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 

なお、同日山中ロータリークラブのメンバーとの 

ゴルフコンペもフクイカントリークラブで開催しま

す。詳細は、後日またご連絡します。 

 

 本日のお客様は、卓話に日本銀行福井事務所所長小泉達哉様にお越しいただきまし

た。小泉様とは、ＩＭでお目にかかりお話をさせていただく機会がございまして、と

ても福井のことをご存知の方です。今日は皆さん楽しみされている経済にもかかわる

話かと思います。どうぞよろしくお願い致します。 

国民性をジョークのタネになるというお話は皆さんご存知でしょうか？世界的によ

く知られるものの一つが次のようなことです。豪華客船が沈み始め、船長は外国人乗

客に脱出を促すことになった。さてどうやるか？アメリカ人へ「飛び込めばあなたは

英雄ですぞ」 イギリス人へ「飛び込めばあなたは紳士ですよ」 ドイツ人へ「飛び

込むのがこの船の規則です」 イタリア人へ「飛び込むと女性にもてますよ」 日本

人へは「みんな飛び込んでますよ」 皆さん何かの折にまたお使いください。 

 次に、クラブ奉仕について＜その５＞ということで【ニコニコ箱委員会】と【ソング委員会】についてお話致し

ます。 

【ニコニコ箱委員会】ニコニコボックスは、ロータリー特有のものであって、しかも最も端的にロータリーを表現

しています。それは、このボックスが例会を賑わって親睦を増進しそのお金が社会奉仕資金になる即ち「親睦から

奉仕へ」のロータリーの本質を具現しているからであります。ロータリーの会費は、クラブの運営費であって奉仕

のお金は含まれていないのです。元来、奉仕はロータリアン個人が行うべきものですが、ある程度はクラブのレベ

ルで行う必要もあります。その場合でも個人の篤志が基調ですから平等に奉仕の資金を出させるのは本質に戻りま

す。この趣旨を生かしたのがニコニコボックスによる拠金です。・結婚記念日も例会で祝われますので、奥さんとの

出会いの話でもされれば、会場はワッと沸き上がって楽しくなります。また、会員誕生日、夫人の誕生日も祝って

います。 

【ソング委員会】唱歌が気を軽くし、心を開くのに大きな力のあることはご経験の通りであります。ロータリーの

会合で歌うのは、親睦ムードを盛り上げるためであり、従って「ソング委員会」は、変化に富んだソングの提供、

会場に流す音楽の係等を受け持ちます。ソング委員会には、ロータリーソングだけにとらわれず、楽しい例会にな

るよう会員の皆さんの気持ちを和らげるような歌を配慮して欲しいのです。 

林田 千之 会長挨拶                         ３月１１日（月） 

道木宏昌職業奉仕委員長より 

４月１５日（月） 

清川メッキ工業株式会社様へ

の職場訪問を致します。 

専務が私の大学時代の同級生

という縁にて勝手ながら、決

めさせていただきました。 

詳細は、事務局より発送した 

文書のとおりです。出欠のご返事は、３月２５日（月） 

までにお願いします。 

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 

自家用車で訪問される方については、ご連絡ください。 

おって、集合場所・時間・駐車場についてお知らせしま

す。 

 

連 絡                       ３月１１日（月）  

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552630315/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pa3VqaWRpYXJ5MjAxMi5jb20vMTgwLmh0bWw-/RS=%5EADBJQKTunWWalpJPV6ncliRcg0rFeU-;_ylt=A2RCK.6q8IlckFEAtjCU3uV7


 

日本銀行といえば、黒田総裁と東京の日本橋にある辰野金吾博士が設計した

重要文化材の石造りの本館建物の印象が強いかと思います。全国に支店ないし

事務所を構えているイメージがあまりない方もいらっしゃいます。１９４６年

福井事務所は開設されました。丸岡が震源になった福井地震や３８豪雪時にも

日銀の重要な任務の一つである日本銀行券の供給を全うしています。福井地震

時は、九頭竜川にある橋が崩落した為、金沢からの現金が届かず、京都から現

金を運んだ経緯があります。３８豪雪の時は、電車や車が動かないということで、職員がリュックサックに詰め込

んで、人海戦術で現金を供給しました。日本銀行は現金供給が最大の使命ですので、今後も不幸にも災害がござい

ましても万全を期していきます。 

並んで、各地の経済の調査も任務の一つです。金融政策については、全国の経済景気の状況を踏まえて行ってい

ます。全国３２支店と１２事務所で分担して調査し、それを本部に報告して政策を決定しています。 

●福井県の経済について 

経済の不透明感が強いですが、福井県経済のファンダメンタルズは強いです。しかし、その中にあってもいくつ

か問題があるのではないかという論旨で話を進めていきます。 

成長率は、全国で低成長が続いている中でも福井県は、4.8%です。バブル時は 5％です。一人当たり県民所得は

全国第７位と高水準であります。県内企業の生産動向では電子デバイス分野が県内の経済成長・県民所得を牽引し

ています。繊維、眼鏡などは横ばい状態が続いています。世界成長がコンスタントに右肩上がりです。牽引役は、先

進国から 2000 年以降は新興国に代わっていますが、世界経済が３．５％成長していることが福井県経済の中心であ

る電子デバイス分野につながっています。産業構造では、電子デバイスが占めていますが、能力増強投資に積極的

な産業と消極的な産業で、結果生産動向の違いにつながっていきます。しかし、繊維、眼鏡など地場産業についても

底上げしていくことが大切です。 

●中国経済について 

中国の輸出入動向については、アメリカとの間で通商摩擦の影響がでております。一番直近では右肩下がりにな

っています。不安の要素のひとつです。個人消費については、輸出入ほどの下がりは顕著ではなく緩やかな下降で

す。自動車は一時不動産バブル時から政府の引き締めの影響で、また通信機器はスマホが高機能になり過ぎたり等

の理由からそれぞれ売れなくなってきています。悪いところを上げればキリがないですが、全体的にみるとソフト

ランディングになっています。今後については、計画経済の中国ですので全

人代の報道にある通り、金融面・財政面は、ソフトランディングです。ＩＭ

Ｆ見通しでは、6.6％⇒6.2％の緩やかな減速になっています。ある程度ハー

ドランディングが避けられているようです。 

●今後の福井経済について 

①深刻化する人手不足への対応⇒それぞれの時代で人手不足を克服してきた歴史がありますが、現在は人口が減

っていく中、楽観視できません。外国人の活用については、選択肢の一つとしては考えていく必要があります。 

②非製造業における利益率の向上を目指す必要があります。ＩＴを活用するなどは重要です。設備投資について

は 2018 年度の計画では非製造業でも上がる計画です。コストアップを乗り越える合理化投資が地場産業等非製造

業にも広範化していくことによって経済を押しあげていく要因ではないかと思います。 

＜会員感想＞「福井県の経済の現状、今後の課題」を ゆっくり、はっきりとした話し方と大変わかりやすい資料

で卓話いただき、勉強になりました。ありがとうございました。（文責 杉本政昭） 

『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会員   

＜プログラム委員よりの紹介＞ 昨年５月に福岡より福井に転任されま

した。丸岡高校が今年度「金融教育実践校」に指定されている関係で度々

丸岡の方へもお越しいただいているようです。 

 

 

                           

 

卓 話                       ３月１１日（月）  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 

 3 月 11日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 20,000円 558,000円 1,450,500円 

ロータリー財団 12,000円 437,000円 

米山記念奨学会 11,000円 356,000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 

3/11 ３１ ２３ ８ ０ ２ 79.31% 

【メーキャップ】 3/11～3/15 事務局受付分 

 3/2  地区会員増強アクション会議 瀬野 3/4分 

 3/9  地区青少年育成委員会 林田數一 3/18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 

3/4 ３１ ２５ １ ４ １ 86.67% 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １３名 

お客様  日本銀行福井事務所所長 小泉達哉様 

林田会長 小泉様 今日は卓話ありがとうございます。 

松井幹事 小泉様 卓話ありがとうございます。 

釣部   小泉様 卓話よろしくお願いします。 

下田   小泉所長様 卓話ありがとうございます。 

奥村   日銀福井事務所長小泉様 本日は卓話ありが

とうございます。 

東角   小泉所長さま 本日は宜しくお願い致します。

今日は東日本大震災から８年。皆様も常に備え

ておきましょう。 

倉本   日本銀行福井事務所所長小泉達哉様 本日は

卓話ありがとうございます。 

倉田   小泉達哉様 卓話お世話になります。よろしく

お願い致します。 

柿木   小泉様 今日卓話ありがとうございます。 

川上   小泉様 本日卓話よろしくお願い致します。 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １０名 
釣部 林田千之 北  下田 林田恒正 倉本 倉田 

松井 川上   竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者  １０名 
釣部 林田千之 北  下田 林田恒正 倉本 倉田 

松井 川上   竹澤 

竹澤  小泉様 本日の卓話ごくろう様です。 

西出  小泉様 本日は卓話宜しくお願い致します。 

 

３月３１日（日） 奈良にて 地区大会です。 

７時 丸岡支所前よりバスで出発 

当日の責任者は、竹内次年度幹事 

参加者 １２名 （会長幹事は、前日より参加） 

分科会 

グループ名 
1.会長 2.幹事 

ご出席者名 東角 操 竹内伸一 

 

４月２０日（土） 京都にて 

次年度 地区研修・地区協議会です。 

次年度の以下役員の方、ご出席お願いします。 

詳しい旅程等は、後日、竹内次年度幹事よりご

連絡します。 

3.クラブ管理 

運営 

4.奉仕 

プロジェクト 

5.青少年奉

仕 

6.ロータリー 

財団 
7.米山奨学 

8.会員増強

拡大・学友 

9.公共イメー

ジ・広報 

柿木満雄 杉本政昭 林田恒正 松井 寛 松井 寛 瀬野友伸 上屋敷貴紀 

                              ↑兼任 


