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ビジター受付のみ  12：00～12：30 
福井北 RC 水 9/20 

福井東 RC 月 9/10 

福井西 RC 金 11/9 12/14 

福井あじさい RC 金 10/19 

三国 RC 金 9/28 

武生府中 RC 木  

敦賀西 RC 木 9/13,20 

 

平成３０年 ９月１０日（月）第 1952回例会 

19：00   開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「奉仕の理想」 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 ＩＭ再編のお知らせ 

第３組を二分し規模を適正化し実施す 

る。福井は第６組。 

② 希望の風奨学金について 

地区宛てに、感謝状とお礼状 

  ③ 2021-22年度 ガバナー推薦のお願い 

  ④ ハラスメント研修の確認報告について 

 ≪他クラブより≫  

  ① 創立２５周年記念 DVD 

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（９月号）解説 

川上 純幸 会員 

19：40  2018タイスタディツアー 壮行会 

下田・東角・水﨑・西出・宮谷会員 

丸岡高校・坂井高校生１０名 

坂井高校 先生１名 

取材カメラマン１名 

 

 

 

 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

平成３０年１０月 ８日（月）祝日の為 休会 

平成３０年１０月１５日（月）第 1954回例会 
創立４０周年事業について 

 

今後の例会予定  

平成３０年 ９月１７日（月）祝日の為 休会 

平成３０年 ９月２４日（月）祝日の為 休会 

平成３０年１０月 １日（月）第 1953回例会 
祝事 

ロータリーの友（１０月号）解説 瀬野友伸 会員 
 

次回の例会  

平成３０年９月１０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 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火 12/18 

 

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 

平成３０年１１月 ３日（土） 
創立４０周年記念式典 

⇒１１月５日（月）は振替で休会です。 

平成３０年１１月１０日（土） 
ＩＭ ５組 

⇒１１月１２日（月）は例会あります。 
 



  

例会を大切にしてと、一貫して我々の先輩はひたすら心を磨いてきました。 

◎ロータリーの心の一義（※）は何か。心の開発、ロータリアンに奉仕の心を授けることで

ある。そこで心の愛の日が灯ったロータリアンが一歩クラブの外にでると千差万別の社会

状況に応じて奉仕の実践をしていく、これが実践の世界であります。それ故にロータリー

は例会を大切にします。その例会を構成しているメンバーは良質な人でなければならない

ことが大前提になります。    ※一義とはひとつの道理 

◎やはり戦前の人達はロータリー運動の崇高性、高潔な倫理に基づいて職業奉仕の実践をは 

じめ、色々な知恵の交換を通じて「世のため人のため」に動いていく、このロータリー活動の崇高性を忘れること

ができなかった、その中心が例会であります。 

◎歴史を顧みれば、例会で心を磨き、職業倫理を高め、そのことによって地域社会から信頼を得られたロータリー

自体も絶対的な信頼の世界を作ることができました。 

◎職業奉仕と社会奉仕を分かつ基準は何か。ロータリアン自身が受益者になることに対してロータリアン以外の人

が受益者になるのを社会奉仕といいます。 

◎以上のようにロータリー活動は経済同友会でも経営者協会のように経営を学ぶところではなく、「世のため人の

ため」に活動するところです。       

林田 千之 会長挨拶                          ９月３日（月） 

第４回 理事会 議事録               ９月３日（月）  

【協議事項】    

①１０月例会プログラムについて   【杉本クラブ管理運営理事】 

全会一致で承認   ⇒ その後変更あり 

②福井城の復元への署名活動について 【林田会長】 

例会時に記入できるように置いておく。 

各個人の意思にて署名する。                   

③イジメ情報収集プロジェクトについて【三寺社会奉仕委員長】 

地区補助金の承認が得られなかったが、今後どのようにするのか？ 

ロータリアンがどのようにこの事業にかかわればいいのか？ 

釣 部 ：地区補助金の承認が得られず不足する資金はどうするの

か？ 

三 寺 ：地区補助金の承認が得ることができなかったが、お見合

い事業をやめてでもこのプロジェクトを行いたい。 

金   ：再度この事業においてロータリアンのかかわり方を書面

にて明確にし、地区に申請したらどうか？ 

林田会長：社会奉仕委員会でよく話合いをする他、学校の先生、教 

育委員会などと、ロータリアンが関わる事業がきるよう

に協議する場を設けるよう指示します。 

＜継続協議＞ 

 

１０月プログラム 

日  時 内  容 

10/1（月） 

祝事 

ロータリーの友（１０月号）解説 

担当：瀬野友伸 会員 

10/8（月） 祝日の為 休会 

10/15（月） ４０周年記念式典について 

10/22（月） ４０周年記念式典について 

10/29（月） 
外部卓話 

  未定 

 

【その他】 

①タイスタディツアーについて   【西出社会奉仕委員長】 

９月１０日例会時にスタディーツアーに参加する生徒、先生が来訪し壮行会を行う為、壮行会２０分、ロータリー

の友解説を１０分に変更する。 

ツアーには坂井ケーブルテレビのカメラマンも同行し、壮行会の取材もする。 



 

  

外部卓話                                 ９月３日（月） 

  

Ⅰ．福井国体の坂井市の取り組みについて 

〇花いっぱい運動：まちづくり協議会（ゆりの里含む、ゆりの花含む）890、小中学校

1,000、一般企業（下水道公社、伸海エンジニアリング）50、坂井市各部局 255有志（ま

ちなかエッセル、婦人福祉協議会、三国老人会、丸岡新町商店街）260 合計 2,455基 

〇応援のぼり旗：小中学校 ４７０枚  

〇応援幕：三国高校、坂井高校、丸岡高校計２５枚 

〇エスコートキッズ幼保園：３５園 

〇応援観戦：小中学校２４校、高等学校３校、嶺北特別支援学校１校 

〇食のふるまい：地元の有志、坂井高校など 17団体  

※丸岡観光協会、丸岡そばＧ、谷口屋、つるや、オーカワパン、 

ＪＡ花咲ふくい女性部、食生活改善推進員などが日替わりでふるまう。 

〇参加賞（記念品）：越前織のコースター、モバイルクリーナー ※丸岡ファインテックス協同組合 

〇クリーンアップ運動：環境推進課と連携し、各施設の利用者を中心に行う。 

〇出店：坂井市ではシティーセールス課が出店 ※かすみが丘学園、しろのまちマルシェ、郵便局 

〇総合案内所：主要駅となるＪＲあわら温泉駅で、あわら市と共同の総合案内所を開設。期間中は観光産業課職員

とボランティアが対応。 ※えちぜん鉄道三国駅では坂井市観光連盟が対応する予定。 

〇情報発信：①観戦ガイドブック（観戦内容の他、観光、食文化やＡＴＭ、コインランドリーなどの位置や情報を

掲載）※坂井市観光連盟と制作 ②ポスターを掲載（絵画コンクールの入賞作品による）③ＨＰ、坂井市広報紙 

〇啓発事業：①啓発グッズの配布、はぴりゅうの派遣、坂井市はぴねすＰＲチームの派遣 ②Ｈ３０年炬火イベン

ト、強化応援プロジェクト、融合イベント、決起集会を行った 

Ⅱ. 市民の方にお願いしている事 ＜装飾での「おもてなし」＞ 

・競技会場に飾る花のプランター育成を、まち協、学校に依頼。 

・競技補助員としてボランティアをお願い。 

 ・応援のぼり制作。 ・応援幕制作 

Ⅲ.これからお願いしたい事  ＜会場での「おもてなし」＞ 

 ・会場周辺、及び坂井市の道路の美化 ・競技への参加。※デモスポ ・競技の観戦。 ※丸岡体育館は収容数

が少ないので整理券を配布 ・選手の応援。福井県チームの応援  ・行幸啓での沿道奉送迎 

・坂井市のどこでも、あいさつ、声掛け、笑顔、ふるまい 

Ⅳ．国体を機に良い伝統は残す  ＜花づくり、クリーンアップ＞ 

・坂井市が快適で住み良く、人の良い街をアピール・坂井市の魅力として、自然、観光、文化、食を PR 

・国体で行動した内容を防災にも活かす。救急処置法の取得。防災対策 

最後に、大会の成功は皆さんのご協力が不可欠と思っております。それは、坂井市民が直接的にも間接的にも来訪

される方々を温かくお迎えする事が最も重要であり、坂井市を全国に発信する一番の効果と思っております。是非、

来場して、私たちと一緒に大会を盛り上げて下さい。 

この事をお願い申し上げまして私の話を終わります。 

＜会員感想＞ 

 昭和 43 年に福井県で開催された第 23 回国民体育大会から 50 年ぶり、二巡目の開催となります。坂井市では正

式競技のサッカー、バレーボールそしてデモンストレーションスポーツでバウンドテニス、エアロビック、バトン、

ディスクゴルフ、ドッチビーが開催されます。選手、応援団、役員の方などたくさん人がこの坂井市を訪れます。

幸福度日本一といわれる福井県のおもてなしを期待する声は大きいと思います。私達坂井市民も和顔愛語でお出迎

えして、しあわせと元気を発信しましょう。                     （文責：倉田 教信） 

『福井国体を迎える坂井市』    坂井市国体推進課 課長 村中秀也 様 

 



 

 

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                     ９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 

 9 月 3 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 32,000円 139,000円 559,000円 

ロータリー財団 32.000円 149,000円 

米山記念奨学会 19,000円 112,000円 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １８名 

林田会長 村中さん 今日はよろしく。 

松井幹事 村中様 本日は卓話ありがとうございます。 

南     ガバナー公式訪問に欠席して申し訳ござい 

ませんでした。 

釣部   村中課長 本日は御苦労様です。 

下田   村中様 卓話ありがとうございます。 

金    先週のガバナーアドレスは、会長の言われた通

り、大変わかりやすかったです。 

奥村   福井国体の成功をお祈り致します。 

東角   いよいよ来週日曜日より福井国体夏季競技が

始まります。水泳競技金沢会場担当責任者とし

て頑張ります。 

倉本   ９月になりました。暑さもやわらぐでしょう。 

明日は台風です。気を付けましょう。 

倉田   坂井市国体推進課 課長村中秀也様 卓話あ

りがとうございます。 

水﨑   村中さん 国体御苦労様です。 

いよいよですネ。 

柿木   村中様 今日は宜しくお願いします。 

杉本   村中様 本日は卓話宜しくお願いします。 

 

◆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 

9/3 ３２ ２４ ４ ２ ２ 80.00% 

【メーキャップ】 9/3～9/7 事務局受付分 なし 

 ＜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 

8/23 ３２ ２６ ２ ２ ２ 93.33% 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １７名 
中島 南  釣部 林田千之 北  下田 金 奥村 

山下 東角 倉本 倉田   杉本 松井 川上 

竹澤 宮谷 

◆米山奨学会◆     寄付者  １５名 
中島 釣部 林田千之 北  下田 金  奥村 山下 

倉本 倉田 杉本   松井 川上 竹澤 宮谷 

三寺  本日は、林田会長・松井幹事・東角さんお時間いただきあり 

がとうございました。 

川上  ゴルフ同好会の皆様 昨日はお疲れ様でした。 

    また、林田会長 優勝おめでとうございます。 

竹澤  村中様 本日の卓話ごくろう様です。 

西出  村中様 卓話宜しくお願い致します。 

    明日は台風対策を万全にしましょう。 

宮谷  村中様 どうぞよろしくお願いします。 

タイのウポンラット王女様より感謝状の授与    東角 操会員 

25 年間支援して来たプラティープ財団より、タイバンコクの最大のスラムであ

るクロントイスラムの教育・福祉向上に長年寄与してきたという事で、8 月 27

日プラティープ財団の 40 周年式典時に、今の国王のお姉さんであるウポンラ

ット王女様より、感謝状を授与されました。大変な驚きと名誉な事です。 

25 年間のそれぞれの時に所属していた青年会議所やロータリークラブという組織と仲間達の

支援の賜物であると思います。皆さんを代表して授与式に臨みました。 

ありがとうございました。 

 

９月度祝事 結 婚 記 念 日 

9/7  杉本会員 

会 員 誕 生 日 

9/30 宮谷会員 50 

会 員 夫 人 誕 生 日 

9/5  杉本会員夫人  尚美様 


