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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 8/6,27 9/24 

福井西 RC 金 6/28  

福井東 RC 月 8/5 

福井あじさい RC 金 6/28 7/5,26 8/9,23,30 

三国 RC 金 6/28  

武生府中 RC 火 6/27 

大野 RC 水 6/26 

 

令和  元年 ７月１日（月）第 1985回例会 
祝事 

クラブアッセンブリー 

「新年度事業計画発表 1回目」 

①東角   会長          ５分間 

②竹内   幹事          ３分間 

③水﨑   会計          ４分間 

④柿木   クラブ管理運営理事   ４分間 

⑤上屋敷  公共イメージ理事    ４分間 

⑥瀬野   会員増強退会防止理事  ４分間  

令和  元年 ７月８日（月）第 1986回例会 

表敬訪問 三国ＲＣ会長幹事 

クラブアッセンブリー 

「新年度事業計画発表 ２回目」 

①杉本   奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門委員長 ４分間 

②竹澤   職業奉仕委員長     ４分間 

③三寺   社会奉仕委員長     ４分間 

④西出   国際奉仕委員長     ４分間 

⑤林田恒正 青少年奉仕委員長    ４分間 

⑥松井   ロータリー基金委員長  ４分間 

「公式訪問に向けて」 

小林和美ガバナー補佐より質疑 

令和 元年 ７月１５日（月）祝日の為 休会 

令和 元年 ７月２２日（月）第 1987回例会 

理事役員披露会 小松屋にて 

18：00～受付 
18：30～開会点鐘 

今後の例会予定  

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 

 

次回の例会  

令和元年６月１７日発行 

丸岡ロータリークラブ会報 

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 ６月１７日（月）第 1983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 地区ロータリー財団セミナー開催案内 

 8/3（土）立命館大学 朱雀キャンパスにて 

  ② 次年度第 1回青少年奉仕担当者会議案内 

    7/6（土）京都経済センターにて 

   ⇒次年度林田恒正青少年奉仕委員長出席予定 

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 

19：15  ロータリーの友解説（６月号） 

上屋敷貴紀会員 

19：30  クラブアッセンブリー 

    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：代理前川徹） 

奉仕プロジェクト （東角） 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

本日のお客様 

ガバナー補佐 

木村 昌弘 様 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんばんは。今日のお客様は、福井県内の児童虐待の現状をお話くださる福井

県総合福祉相談所子ども女性支援課課長芝康弘様であります。６月から部署を異動された

そうで、現在は和敬学園にご勤務されていらっしゃいます。 

先日は、また子どもが多数犠牲になった痛ましい事件があり、今日も、あの事件のよう

に自分の子供が加害者になってしまうのではと心配し、息子を殺すという事件がありまし

た。戦後 GHQ の思いのままの日本人が出来つつあるのではないかなと危惧しています。

そのような中、本日のご講演に合わせたかのようですが、本日は、クラブ奉仕の中でも青

少年奉仕・国際奉仕について述べたいと思います。 

青少年奉仕委員会は社会奉仕の中につながる委員会と言ってもいいでしょう。従って、社会奉仕の理念と共有す

る所が見えます。しかし相手が青少年という特別の年齢層ということで別の問題があります。ロータリーは、従来

「奉仕の理想」の理想を成年、しかもある程度成功した社会人に浸透させるよう努力してきました。しかし、それ

では遅すぎるという訳です。これから伸びる我らの後継者にこれを吹き込み、若い時から奉仕の筋金を入れてゆけ

ば、よりよい社会を作るのに一層役立つというのがそのねらいであります。ところで、青少年は、子供でもなく大

人でもない中間層であるために、彼等の力にも問題があり、大人の方にも心配があります。青少年は自我に目覚め

ることによって孤独を感じ、その正義感は大人の社会の不条理をみて不信をいだき不安がつのって参ります。この

不安は情緒の安定を欠いて矯激な言動に走り、非行化をそそり、暴力化の発火点になります。一方、青少年は社会

的には一種の未熟児です。育て方いかんで、丈夫にもなります。これを立派に育てることは大人の責任でもあり、

また大人の安心感に連なります。即ち、青少年の幸不幸は、即大人の幸不幸に直結しているのであります。社会の

指導者としてはこれを軽視することは出来ないのであります。ロータリーの青少年奉仕のスローガンは、「各ロー

タリアンは青少年の規範である」とあります。これはロータリアンは、まず己を慎んで青少年指導の資格を養うこ

とが第一であり、直接青少年と接し、ともに生活する事によって指導することが第二であります。この第一と第二

が合致した時にロータリアンが青少年の模範になれるのであります。 

次に、国際奉仕委員会についてです。ロータリーは親睦にはじまり職業奉仕に目覚め、それが社会奉仕に展開、

ついに国際奉仕の花を咲かせたのです。それだけ社会の共感を得て力が充実してきたものとみるべきです。それを

富士の山に喩えることができます。甲斐、駿河に跨る広い広い裾野、これがクラブ奉仕であり、親睦であり、友愛

であります。この広い裾野があればこそ富士の高嶺がそびえるのです。その上に峨々としてそびえる岩肌の部分、

即ち２,３合目あたりが社会奉仕であります。頂上の白雪をいただいた秀嶺が国際奉仕であります。なお、国際奉仕

には青少年交換があります。 

林田 千之 会長挨拶                          ６月３日（月） 

林田數一出席委員長より 

今年度例会皆出席者１５名を表彰しました。 

会長より、表彰状と記念品（ロータリーマークワンポイント入り 

ビジネスソックス）が授与されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

皆出席表彰                              ６月１０日（月） 

入会以来の 連続出席は、 

林田數一会員（３４年） 

下田会員（２６年） 

倉田会員（９年） 

 水﨑会員 柿木会員（８年） 

西出会員（２年） 



 

５月いっぱいで福井県総合福祉相談所子ども女性支援課 課長を退職された芝様より

「福井県内のこどもの虐待の状況」について卓話をいただいた。 

まず、総合福祉相談所とは、身体障害や知的障害、精神障害のある方の相談をはじめ、

子どもに関する相談や女性の家庭的・社会的な問題に関する相談について、総合的に助言・

援助する機関であり、24時間 365日体制で電話相談受付を行っている。例えば、家庭内暴

力（DV）の相談があれば、同時に児童虐待も行われている可能性があるため、婦人相談所

と児童相談所との連携が非常に大事になってくる。 

 全国的に見てもそうであるように、福井県内においても児童虐待の相談対応件数は右肩

上がりに増加している。最近では心理的虐待(大声で怒鳴るとか無視する)が最も多くなり次いで身体的虐待、ネグ

レクトと続く。また、児童相談所に寄せられた虐待相談の相

談経路は、警察等、近隣知人、家族、学校等からの通告が多

くなっている。被虐待児の年齢はやはり小学校入学前が 4

割以上を占める。虐待を受けたと思われる子どもを発見し

た者は、速やかにこれを市町村、都道府県の福祉相談所、若

しくは児童相談所に通告、または児童委員を介して通告し

なければならないと法律で定められており、番号は 189(いち早く)である。 

＜会員感想＞ 最近、虐待による痛ましい事件が後を絶たないが、一因としてあげられるのは他人のプライバシー

に干渉しない、してはいけない世の中の風潮ではないだろうか。子どもは親を選べない。せっかく授かった尊い

命、幸せを願って大事に育ててほしい。                     （文責 竹澤 俊彦） 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓 話                       ６月３日（月）  

『福井県内のこどもの虐待の状況』  和敬学園 芝 康弘 様 

2019-20年度 第１回 理事会 議事録        ６月３日（月）  

2019-20 年度の役職名で表記しています 

【審議事項】   全て全会一致で承認 

①会長方針について 【東角会長】 

②組織案について    【東角会長】 

③2019-20年度クラブ予算について 【東角会長】 

④７月プログラムについて   【柿木クラブ管理運営理事】 

⑤7.22新理事役員披露会について【柿木クラブ管理運営理事】 

⑥出席免除会員について 【竹内幹事】 

⑦新入会員について   【竹内幹事】 

【協議事項】 

①職業奉仕、国際奉仕、社会奉仕、青少年奉仕委員会 

 事業計画及び予算について 

  【杉本奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当理事並びに各奉仕委員会委員長】 

②タイへの消防ポンプ自動車寄贈プロジェクトについて 

  【西出国際奉仕委員長】 

③タイへのスタディツアー事業について 

  【西出国際奉仕委員長】 

日  時 内  容 

7/1（月） 
祝事 

新年度事業計画発表 ① 

7/8（月） 
新年度事業計画発表 ② 

『公式訪問に向けて』 

 ガバナー補佐 小林和美様（福井水仙ＲＣ） 

7/15（月） 祝日の為 休会 

7/22（月） 

新理事役員披露会  於：小松屋 

 １８時     受付 

 １８時半    例会点鐘 

 １８時４５分～ 宴会開始 

7/29（月） 

外部卓話 

「ＳＤＧｓ」とは 

鯖江市役所 めがねのまちさばえ戦略課 

女性活躍推進グループリーダー 

       仲倉 由記 様 

 

【懇談事項】 

①年間プログラム案について 【東角会長】 

②就職模擬面接会について  【竹澤職業奉仕委員長】 

 ７月プログラム 

６月度祝事 

 
会 員 誕 生 日 

6/1 釣部 会員 80 

結 婚 記 念 日 

6/1  竹内 会員 

6/12 三寺 会員 

会 員 夫 人 誕 生 日 

6/5  竹内 会員夫人   佳名子様 

6/15 下田 会員夫人   光子様 

6/18 前川徹 会員夫人 久仁英様 



 

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 

お疲れさん会＆新会員歓迎会                    ６月１０日（月） 

委員会報告                     ６月３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 3 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 21,000円 721,000円 1,706,000円 

ロータリー財団 21,000円 527,000円 

米山記念奨学会 19,000円 440,000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 

6/3 ３５ ３０ ５ ０ ０ 85.71% 

6/10 ３５ ３３ ２ ０ ０ 94.29% 

【メーキャップ】 5/30～6/14 事務局受付分 

  5/30  福井水仙ＲＣ 倉田 小見山 金 5/24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 

5/24 ３５ １６ ５ １２ ２ 63.63% 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １４名 

林田会長 子供女性支援課課長芝様 今日はありがとう

ございます。 

松井幹事 芝様 卓話ありがとうございます。 

釣部   ８０歳の誕生日を迎えました。 

下田   妻の誕生日を記念して。 

金    林田千之年度あとひと月。健康に留意していき

ましょう。 

林田恒正 芝さん 卓話ありがとうございます。 

山下   今日、今年１月に亡くなった髙倉君の形見を頂

きました。健康に感謝です。 

東角   林田年度もあと１か月になりましたが、最後ま

で皆様と一緒に支えましょう。 

倉本   林田会長、松井幹事いよいよ後１か月ですね。

ご苦労様です。 

倉田   福井県総合福祉相談所子ども女性支援課課長

芝康弘様 卓話有難うございます。 

水﨑   芝様 卓話ありがとうございます。 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １５名 
釣部 林田千之 北 下田 金 林田恒正 山下 東角 

倉本 倉田  水﨑 杉本 松井  川上 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者  １５名 
釣部 林田千之 北 下田 金 林田恒正 山下 東角 

倉本 倉田  水﨑 杉本 松井  川上 竹澤 

柿木   芝様 卓話ありがとうございます。 

川上   暑くなりましたが、みなさん頑張りましょう 

竹澤   芝様 本日の卓話よろしくお願いします。 

 

林田会長 開会の挨拶 

金直前会長の発声で乾杯 

 

新会員１名ずつ挨拶の後、 

三寺会員増強副委員長より、歓迎の挨拶 

紙芝居風に、キーワードを基にロータリー活動を

説明するパフォーマンスでした(#^.^#) 
東角会長エレクト 閉会の挨拶＆一本締

め 

最後は、倉本ソングリーダーのノリノリの指揮で

恒例の皆笑顔の「手に手つないで」(^^♪ 

 


