
 

 

  

 

  

「忘
もう

己
こ

利他
り た

」 

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 

福井あじさい RC 金 8/10,31,10/19 

三国 RC 金 8/3,10,31 9/28 

武生府中 RC 木 8/9,23 

 

平成３０年 ７月３０日（月）第 1947回例会 

19：00   開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「それでこそロータリー」 斉唱 

来賓紹介  (表敬訪問) 

   山中ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 会長  西
にし

  俊夫
と し お

様 

                     幹事 中林
なかばやし

宏幸
ひろゆき

様 

       三国ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 会長 齊藤
さいとう

重一
しげかず

様 

               幹事 高須
た か す

正美
ま さ み

様 

会長挨拶   林田 千之  会長 

ＩＭ案内  敦賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ  幹事 坪谷
つぼたに

 修
おさむ

様 

                    谷
たに

 大智
た い ち

様  

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫  

① 「西日本豪雨災害・復興支援決定」報告 

並びに「義捐金募集」願い 

  ② ＲＩ日本事務局経理室より RIレート連絡 

2018年 8月 １＄＝112円（７月 110円） 

③ 7/22 青少年交換担当委員長会議 

講師パワーポイントデータ 

≪その他≫  

① 豪雨災害お見舞い  

タイ プラティープ財団より 

② 第 26回福井県工業学科チャレンジロボコン 

 ポスター＆プログラム 

坂井高校より 

 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  ロータリーの友（７月号） 解説 

    タイスタディツアー下準備について 

           西出智一 国際奉仕委員長 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

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 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』 

次回の例会  

平成３０年７月３０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 



  

杉本政昭会長ノミニーに対して 

第 2650 地区 RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）パートⅠ研修会 

2018 年 7 月 8 日（日）9：45～17：00 京都文教学園にて開催された研修会の参加

修了証授与です。 

<今後の予定> 

パートⅡ研修会 2018 年  9 月 2 日 (日) 

  パートⅢ研修会 2018 年 10 月 28 日(日) 

  卒後コース   2019 年  2 月 24 日(土) 

林田 千之 会長挨拶                         ７月２３日（月） 

連日のようにテレビでは、水害の様子が流れています。被害にあわれた方にはお見舞い

申し上げます。 

本日は、「二十四節季（にじゅうしせっき）」についてお話します。季節は太陽の動きが

影響します。月の満ち欠けを基準とする太陰暦 では、太陽の運行による季節の変化と根本

的に合いません。また、太陽の動きを太陽と月のめぐりを取り入れた太陰太陽暦も、厳密

にいうと年ごとに季節と月日にずれがあり、年によってはひと月ぐらいずれるので、季節

の目安になりにくいものです。そこで、古代中国で考案された二十四節気を暦に取り入れ、

季節の指標にしたのです。本日は７月２３日で「大暑」になります。２０１８年の二十四

節季の一覧表をつけましたのでご覧ください。 

暑い日々が続きますが、暑さに負けないよう、どうぞお気をつけてお過ごしください。 

小寒 1月 05日 

大寒 1月 20日 

 

立春 2月 04日 

雨水 2月 19日 

啓蟄 3月 06日 

春分 3月 21日 

清明 4月 05日 

穀雨 4月 20日 

 

立秋 8月 07日 

処暑 8月 23日 

白露 9月 08日 

秋分 9月 23日 

 

立夏 5月 05日 

小満 5月 21日 

芒種 6月 06日 

夏至 6月 21日 

小暑 7月 07日 

大暑 7月 23日 

 

立冬 11月 07日 

小雪 11月 22日 

大雪 12月 07日 

冬至 12月 22日 

 

２０１８年（平成３０年） 二十四節季 

表 彰                      ７月２３日（月）  

【ロータリー財団】  

  マルチプルポールハリスフェロー 

Pin ＋3（累計 4,000＄以上） 

 北 勇一 会員 

  ポールハリスフェロー 

＋Pin （累計 1,000＄以上） 

       松井 寛 会員 

修了書 授与                   ７月２３日（月）  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

第２回 ４０周年実行委員会            ７月２３日（月） 

 
東角操 ４０周年実行委員長 

部会ごとの委員を決めましたが、あくまでも実行日までの企画・段取りの

メンバーです。当日は全員で役割を担って実施しなければならないと思っ

ておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

時間は１２時半受付開始で、記念事業報告・記念式典・記念講演会・懇親 

会と続き１８時半頃終了になります。詳しい日程は決定次第ご報告致します。 

 

 各部会に分かれて話し

合いを行いました。 

金直前会長挨拶 

新理事役員披露会  （小松屋にて）          ７月２３日（月）  

林田会長挨拶 
２０１８―１９ 林田千之会長年度 理事役員のみなさん   

１列目 左より 

釣部会計  杉本副会長・クラブ管理運営 東角会長エレクト・奉仕プロジェクト部門理事 

金直前会長 林田千之会長  松井幹事  奥村会員増強・退会防止理事  下田ＳＡＡ 

２列目 左より 

三寺社会奉仕理事 瀬野青少年奉仕理事 道木職業奉仕理事 竹澤ロータリー財団理事 

（都合により欠席） 

林田恒正公共イメージ向上理事   西出国際奉仕理事 

以上１４名 １年間よろしくお願いいたします(*^_^*) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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２３日（月）  

◆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 

7/23 ３２ ２５ ６ ０ １ 80.65% 

【メーキャップ】 7/23～7/27 事務局受付分 

 7/21 地区第１回青少年奉仕担当者会議 瀬野 未定分 

＜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 

7/9 ３２ ２２ ０ ７ ３ 75.86% 

 

◆寄付金の状況◆ 

 23 日 累計 会費含む累計 

ﾆｺﾆｺ箱 0 円 56,000円 483,500円 

ﾛｰﾀﾘｰ財団 0 円 68,000円 

米山奨学会 0 円 60,000円 

 

瀬野青少年奉仕委員長より 

【地区行事参加報告】 

7 月 21 日（土） 京都商工会議所にて  第１回青少年奉仕担当者会議 

7 月 22 日（日） ｷｬﾝﾊﾟｽﾌﾟﾗｻﾞ京都にて 青少年交換担当委員長会議（西出副委員長出席） 

自クラブに必ず伝えるようにといわれたのが、「ハラスメント」（パワハラ・セクハラ）を訴え

られたら勝目はありませんので、十分注意するようにとのことでした。 

【タイスタディツアーについて】 

24 日 19 時から第２回目のオリエンテーションを行います。参加する丸岡高校生と坂井高校 

生の垣根を取り払うべく行ってきます。また、8 月 18・19 日は丸岡高校の敷地で、合宿形式で、準備を兼ねてオリ

エンテーションをします。皆さんもどうぞご協力お願いします。 

 

 

金直前会長の 

ご発声にて乾杯！！ 

東角会長エレクト 

閉会の挨拶 

本日の余興 

《折戸さんによる手品》 

「手に手

つないで」  

(^^♪ 


