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ビジター受付のみ  12：00～12：30 
福井 RC 木 6/27 

福井南 RC 火 6/25 

福井西 RC 金 6/28 

福井東 RC 月 6/17 

福井あじさい RC 金 6/28 

三国 RC 金 5/31 6/28  

武生府中 RC 火 6/27 

大野 RC 水 6/26 

 

令和 元年 ５月２４日（月）第 1980回例会 

12：45 開会点鐘  三国ＲＣ会長 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「それでこそロータリー」 斉唱 

会長挨拶   三国ＲＣ 齊藤 重一 会長 
      丸岡ＲＣ 林田 千之  会長 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

なし 

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 

13：25  閉会点鐘  丸岡ＲＣ会長 

13：35 懇親会 

本日の例会  

令和  元年 ６月１０日（月）第 1982回例会 
お疲れさん会 ＆ 新入会員歓迎会 場所：小松屋 

18:00～     受付開始 

18:30～     開会点鐘 

18:45        閉会点鐘 

18:50～     懇親会 

令和  元年 ６月１７日（月）第 1983回例会 
ロータリーの友（６月号）解説  

  担当：上屋敷貴紀会員 

今年度活動報告会① 

ＳＡＡ（下田）   クラブ管理運営理事（杉本） 

公共イメージ   （林田恒正） 

会員増強・退会防止（奥村） 

奉仕プロジェクト （東角） 

令和  元年 ６月２４日（月）第 1984回例会 
今年度活動報告会② 

林田会長   松井幹事 

今後の例会予定  

令和 元年 ６月 ３日（月）第 1981回例会 
祝事 

外部卓話 福井県総合福祉相談所 

子ども女性支援課 課長 芝 康弘 様 

『福井県内の児童虐待の現状』（仮） 

次回の例会  

令和元年５月２４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 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 

令和 元年 ５月２７日（月）振替にて休会 

毎週恒例の倉本ソングリーダーによる指揮にて 

ロータリーソング斉唱(^^♪ 



 

松井 寛 幹事 べネファクター (Benefactor) 認証 

 金額を問わず、ロータリー財団恒久基金へ寄付する旨を遺書または

資産計画に書きしるしたことを財団に通知した人。 または米貨１００

０ドル以上を恒久基金に無条件寄付した人をベネファクターという。

シェア・システムの対象とならない。 

 

財団への寄付 (Contributions to the Foundation)  次の三つの基金に寄付することができる。 

①年次プログラム基金 年次プログラム用の寄付金を入れておくもので、元金で財団の奨学金や補助金

を支払う。寄付金は、寄付の約３年後に使われる。収益基金は、この３年間の寄付収益を入れておくもので、プ

ログラムの運営、寄付増進、一般運営費に充てる。  

②恒久基金 収益だけを財団プログラムの支援に使う基金である。その目標は、財団への毎年の支援を補い、そ

れによって少なくともある程度のプログラム活動を行い、また、将来における人類の緊急のニーズに応える新プ

ログラムまたはプログラムの拡張を容易にしようとするものである。ベネフェクターになることは、恒久基金支

援の第１歩と言える。 

③ポリオ・プラス基金 ポリオ・プラス・プログラムとその目標を支援して授与される補助金すべてを支払うも

のである。 

皆さんこんばんは。今日は、通常例会にて時間があるようですので、しっかりお話さ

せていただきます。以前より定期的に説明していますロータリークラブの活動について

ですが、今回は、奉仕プロジェクト委員会＜その２＞社会奉仕委員会についてです。 

ロータリーは、社会奉仕をやる団体であると一般には受け取られ、ロータリアン自身

もそう考えている向きが多いようです。そのように社会奉仕が重視されているのである

からこれについてははっきりとした信念をもって当たっていかねばなりません。社会奉

仕は職業奉仕の理想を広く社会生活に展開したものであるが、職業奉仕は自己の職場と

いう舞台があるので比較的取り組みやすいところがあるが、社会奉仕となると、あまり

にも範囲が広すぎていわば手のつけようのないところです。 

ロータリークラブの集団行動よりもロータリアン個人的活動の方がロータリーの精神に一層合致しているし、か

つ社会的の指導力、影響力も大きい。よってロータリークラブの社会奉仕活動はロータリアンを奉仕という点で訓

練し、実習させるためのものと考えるべきである「決議 23-24」 

ロータリークラブの社会奉仕はそれ自身に目的があるというよりも、ロータリアンに奉仕をさせるための訓練と

実習であると考えるべきで、奉仕の主体はクラブよりもむしろロータリアン個人にある。即ち、奉仕の意義や仕方

を学んだロータリアン個人が各々その生活の分野でその実力を発揮して社会奉仕をしてもらいたい。また、その奉

仕活動が一般地域社会に対して指導力を発揮して、よりよい社会をつくる先達になって欲しいということになると

思われる。 

まず役員の１年交代の点。もしロータリーが団体としての奉仕活動を目的としているとしたらまことに非能率的

な組織と言わざるを得ません。もしそうなら、経営能力のある適任な会員に任せて何年でも継続でやるべきでしょ

う。しかし、訓練機関だとすれば役員交代を行って全会員にいろいろ勉強の機会を与えるのが当然と言えましょう。 

会員がいかに奉仕的生活をして、奉仕という点で社会の指導者になっているかどうかという点であります。もっ

といえば地域にロータリークラブが出来てから指導者の質がよくなった町が明るくなったというような点をみて

もらえるよう心すべきです。 

社会奉仕委員会は地域社会における奉仕の必要性を探求し調査します。即ちどこにいかなる奉仕が必要かを調べ

ます。そして社会奉仕委員会の調査活動、指導性は、常に全会員の注視を促し、クラブ全員に協力を求めるように

しなくてはなりません。 

林田 千之 会長挨拶                         ５月２０日（月） 

表 彰                      ５月２０日（月）  

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1558505622/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9tYXRvbWUubmF2ZXIuanAvb2RhaS8yMTQ2NjE1MzUyMjg4MzgyNjAx/RS=%5EADBUwYsTdLgRYkIQsDfYpiCI_5JwSY-;_ylt=A2RivcsVl.Nck1EA6h2U3uV7


 

今年度 3 回目になります。少しずつ上手くなっていると自負しています。今回は、

担当を立候補しました。理由は３点あります。１つ目は、令和という新しい元号にな

り記念すべき１回目ということ。２つ目は、本日の例会が第 1979 回で、私の生年も

1979 年なので、ご縁を感じたということ。３つ目は、現在小学校のＰＴＡ会長を拝命

し、人前で話す機会が多くなり、少しでも聞き手に響く話ができるようになりたいと

いうこと。以上の理由からです。よろしくお願い致します。 

Ｐ３ RI会長メッセージ 

青少年奉仕月間 インターアクトクラブとローターアク

トクラブの重要性 

Ｐ８～Ｐ１１ 特集 地域に合わせた青少年奉仕のあり方 

・今治青少年ロータリー友の会  今治市内の小中高校から男女１人ずつを選出して表

彰。その青少年達を集めて結成した会。現在はしない生徒約７０名で組織されている。

この活動を通して、青少年の時代に他の校区の同世代の人とコミュニケーションを取

りながら、自ら行動していく貴重な経験をすることが出来た。 

Ｐ１２ Ｐ１３ 国際協議会に参加してきました 

・６０人のローターアクターが初めて招待されて日本の３人のローターアクターにこれ

からのロータリー、ローターアクターに必要だと思うことを聞きました。 

〇知ってもらうために一緒に活動を ロータリー、ローターアクターの認知度が低い為

一般の人を巻き込んで一緒に活動できる機会を設けて SNS ツールでも第３者の目線を

常に意識した PR を行う。 

〇「柔軟性」はまずロータリーから 今回の国際協議会では史上初の試みとしてロータ

ーアクターが招かれました。その意義は十分ありローターアクトの最終目的はロータリ

アンになることだからです。 

〇新会員にこそ責任を持たせて ロータリークラブでも入会したばかりの会員は「何かを求めて」または「何かに

期待して」参加しているのではないかと思います。若い会員にこそ、役職を与えて、居場所を作ってあげる事が

必要だと考えます。 

＜会員感想＞西出会員の話しぶりにはいつも温かみがあり人柄を感じさせ

ます。『新会員、若い会員にこそ、役職を与えて、居場所を作ってあげる』

ロータリーの組織に於いて、とても大切なことだと思いました。 

                        （文責 倉田 教信） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓 話                       ５月２０日（月） 

『ロータリーの友（５月号）解説』  西出 智一 会員 

青少年奉仕は、ローターアクト、イン

ターアクト、ロータリー青少年指導

者養成プログラム（RYLA）、ロータ

リー青少年交換などを通じて、青少

年や若い世代の社会人がリーダーシ

ップ能力を伸ばせるよう支援するこ

とです。   （ＲＩ ＨＰより） 

 



 

 

 

委員会報告                    ５月２０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 20日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 10,000円 700,000円 1,660,000円 

ロータリー財団 9,000 円 506,000円 

米山記念奨学会 8,000 円 421,000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 

5/20 ３５ １９ ８ ６ ２ 57.58% 

【メーキャップ】 5/20～5/23 事務局受付分 

  5/18 RYLA（地区委員）林田數一 

 ＜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 

5/13 ３５ ２８ ２ ４ １ 88.24% 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者   ８名 

林田会長 残り少なくなりました。西出君 友の解説ご苦

労様です。 

松井幹事 結婚して本日で３０年。自分も妻も喜んでいま

す。 

下田   西出さん 「友」解説ご苦労様です。 

倉本   台風なみの風で車の運転には気を付けましょ

う。西出会員 友の解説御苦労様です。 

倉田   西出会員 卓話有難うございます。 

水﨑   先週欠席しましたので、新入会員の皆様ようこ

そよろしくお願いします。 

柿木   西出会員 卓話ありがとうございます。 

竹澤   西出君 友解説よろしくお願いします。 

◆ロータリー財団◆   寄付者   ７名 
林田千之 下田 林田恒正 倉田 水﨑 松井 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者   ７名 
林田千之 下田 林田恒正 倉田 柿木 松井 竹澤 

丸岡ロータリークラブ 
会員数：３５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 

本日のスケジュール 三国ロータリークラブより 


