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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 8/31 

福井あじさい RC 金 8/10,31,10/19 

三国 RC 金 8/10,31 9/28 

武生府中 RC 木 8/9,23 

 

平成３０年 ８月 ６日（月）第 1948回例会 

19：00   開会点鐘 

君が代・ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「四つのテスト」 斉唱 

会長挨拶   林田 千之  会長 

祝  事  ８月  会員誕生日・夫人誕生日 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫  

① クラブ事業実施に際しての熱中症対策願い 

  ② 10月米山月間 奨学生による卓話日連絡 

丸岡 RCでは、2018年 11月 19日（月） 

③ ＜ＲＩ日本事務局より＞ 

2018年 8月は、「会員増強・新クラブ結成 

推進月間」です。 

  ④ 福井県下「新会員セミナー」ご案内 

ＩＭ第 5組開催１1月 10日午前中実施 

≪その他≫  

  ① 第 50回丸岡古城まつりパンフレット 

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 

19：20  ロータリーの友（８月号） 解説 

        上屋敷 貴紀 会員 

19：30 クラブアッセンブリー 

「ガバナー公式訪問に向けて」 

        木村 昌弘 ガバナー補佐 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

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 

 

次回の例会  

平成３０年８月６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 



  

林田 千之 会長挨拶                         ７月３０日（月） 

今日、７月３０日は「梅干しの日」です。梅干しの殺菌作用から、食べると難（７）が

去る（３０）の語呂合わせて生まれたそうです。 

１９９７年、米スペースシャトルで日本人初の船外活動（宇宙遊泳）を行った宇宙飛行

士の土井隆雄さんは、帰国後の会見の冒頭、シャトル内で作ったという日の丸弁当の写真

を披露しました。「宇宙では刺激物がすごく欲しくなるので、梅干しが本当においしかっ

た」と述べています。日の丸弁当は栄養素不足と思いがちですが、歴史学者の故樋口清之

さんは、『梅干と日本刀』でたたえているように、「梅干し一粒が９９％のコメの酸性を中

和し、米のカロリーは食べたほとんどが吸収される役割を果たす」そうです。日本の四季

に対して、少しでも快適に暮らすために、様々な工夫を重ねてきた日本人の梅干しはその 

最高傑作のひとつといえるでしょう。朝食で食べれば、日中の塩分不足を予防し、豊富に含まれているクエン酸が

疲労物質を取り除くので、梅干しが熱中症対策に効果があるとテレビで報じられていました。日本古来の知恵であ

る梅干しの力を借りて、８月の猛暑を乗り越えたいと思います。福田甲子雄（ふくだきねお）さんの俳句を紹介し

て会長挨拶とします。「大粒の梅干しひとつ暑気払ひ」 

表敬訪問                     ７月３０日（月）  

山中ロータリークラブ様より 

会長 西   俊夫 様 

幹事 中林 宏幸 様 
三国ロータリークラブより 

会長 齊藤 重一 様 

幹事 高須 正美 様 

   （ご都合により欠席） 

ＩＭについて                   ７月３０日（月） 

               ７月６日（水）  開催  本年度ＩＭ５組 

ホストクラブ 

敦賀ＲＣ 

坪谷 修 様 

谷 大智 様 

 

「全員登録お願い 

します。」 

１１/１０（土） 

13：00～18：45 

 

会 場： 

敦賀文化センター 

 

懇親会： 

きらめきみなと館 



 

 

  

    

ｐ７  ＲＩ会長メッセージ 

ロータリアンの皆様 

「持続可能な良い変化を生むために、人々が手を取り合って

行動する世界を目指しています。」 

ｐ７５ 卓話の泉 

スーツの掟 

 ロータリーに入会してスーツを着る機会が増えて、身なり

に気を付けようと思います。 

 

 

7/23～26 実際のツアーのスケジュール等体験を目的としてタイへ事前調査の為、訪問して

きました。 

報告会                      ７月３０日（月） 

 
『2018 カンチャナブリ 「生き直しの学校」 タイ スタディツアー 

下準備の為の訪タイ 報告』          西出 智一 国際奉仕委員長 

 

プラティープ財団の幼稚園

児たち。スタディツアー時

もスラム街見学の後、訪問

予定です。 

生き直しの学校

での打ち合わせ 

カンチャナブリ 生き直しの学校へ

行く道中の風景 

案内をしてくれた子供たち。 

複雑な生い立ちをしている

子供たちですが、人懐っこ

く、とても明るかったです。 

 
スタディツアー時も提供される食事のメニューの一つです。 

どれも美味しくいただきました。 

左側：ＲＩ3330 地区カンチャナブリ県タモＲＣ（３０名程度の会員） 

ウィモーさん（お菓子屋さん経営・お土産のお菓子買いました。）会長ノ

ミニー）今後、一緒に交流していけたらと思いました。 

右側：スタディツアーをいつもお手伝いいただいていて、今回も通訳や

手配等、お世話になったプラティープ財団のラダバン部長です。 

会員みなさんのサポートと助言のお陰様にて、よい経験ができました。高校生にも正確にアドバイスをしていき

たいと思います。このような素晴らしい経験ができるロータリークラブに新しい仲間を増やしたいと、実感して

います。ありがとうございました。 

卓 話                       ７月３０日（月）  

『ロータリーの友（７月号） 解説』  西出 智一会員 



 

 

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                    ７月３０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 

 7 月 30日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 51,000円 107,000円 534,500円 

ロータリー財団 16.000円 84,000円 

米山記念奨学会 15,000円 75,000円 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者  １８名 

【お客様】 

・山中ＲＣ 

西 会長 丸岡クラブの皆様、本日はお世話になります。

これまで同様ご指導をお願い致します。 

中林幹事 丸岡クラブの皆様 本日は宜しくお願いいた

します。 

・三国ＲＣ 

齊藤会長 本日はありがとうございます。本年も友好クラ

ブとしてよろしくお願いします。 

高須幹事 いつもお世話になりありがとうございます。今

日は出席できず申し訳ありません。今後ともよ

ろしくお願い致します。 

・敦賀ＲＣ 坪谷・谷様 

ＩＭでお世話になります。 

 

林田会長 山中・三国両クラブ会長幹事今年もよろしくお

願いします。また、谷さん・坪谷さんＩＭご苦

労様です。 

松井幹事 山中ＲＣ西会長様、中林幹事様 

三国ＲＣ齊藤会長様、高須幹事様 

敦賀ＲＣ坪谷幹事様、谷様 

お暑い中、ようこそおいでくださいました。 

◆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 

7/30 ３２ ２６ ３ ０ ３ 89.65% 

【メーキャップ】 7/30～8/3 事務局受付分 

 7/22 地区青少年交換担当委員長会議 西出 7/23分 
7/21 地区青少年奉仕担当者会議議  瀬野 
7/28 地区会員増強・公共イメージ向上セミナー 林田恒正 7/23分 
                       瀬野 8/6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 

7/23 ３２ ２５ ４ ２ １ 93.55% 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １３名 
釣部 林田千之 下田 林田恒正  倉本 倉田 水﨑 

柿木 松井 道木 川上 竹澤 宮谷 

◆米山奨学会◆     寄付者  １３名 
釣部 林田千之 下田 林田恒正  倉本 倉田 水﨑 

柿木 松井 道木 川上 竹澤 宮谷 

・山中ＲＣ、三国ＲＣ 会長・幹事様ようこそ丸岡へ 

・敦賀ＲＣ 谷様・坪谷様 遠方よりありがとうございます。ＩＭ

よろしくお願いします。 

・西出さんお帰りなさい。事前準備報告、ロータリーの友解説 

御苦労様です。 

⇒中島、釣部、小見山、北、下田、奥村、倉本、水﨑、杉本、 

道木、川上、竹澤、西出、宮谷 

上屋敷雑誌広報ＩＴ委員長・職業奉仕委員 

・メールの不具合がおきまして、皆様にはご

迷惑をおかけしました。いましばらく、事務

局からのメールに受信しましたらば、了解

の返事お願いします。 

・地区職業奉仕担当者研修会（京都）7/15 に

参加しました。各クラブの職業奉仕事業の 

報告と二つの講話がありました。 

林田恒正公共イメージ理事 

・ケーブルテレビにタイスタディツアーの

様子を同行取材してもらう企画書を提示し

ています。制作費用 60 万円は、スポンサー

を募集して広告費にてまかなうよう企画し

ました。ご理解ください。 

・瀬野会員からの報告に追加です。若者は新聞等のメデ

ィアからホームページ等のネットを通じて情報を入れ

ているので、今後ＲＣとしても宣伝をするためには、移

行していく必要がでてきているということでした。 

 

 

瀬野会員増強委員 

地区会員増強・公共イメージ向上セミナー

（京都）7/28 に参加しました。会員増強に

つながる策を色々聴きました。その中で印

象に残り、自分も同じように経験したこと

は、「ＲＣへ勧誘される人は、他の団体でも

同様に勧誘を受ける。入会のﾀｲﾐﾝｸﾞよりも 

初めに声をかけられたところに入会する傾向がある」

ということです。会員増強に参考にしてください。 

道木職業奉仕委員長 

前年度社会奉仕委員長 

・8/23（木）就職模擬面接会を予定してい

ます。平日の午前中ですが、皆さん面接官

としてぜひご協力をお願いします。 

・バツイチ婚活事業にてカップル成立の 

景品として計上しましたお食事券が、２組未使用でし

た。1 万円分をニコニコ箱に入れさせていただきます。 


