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ビジター受付のみ  12：00～12：30 
福井 RC 木 10/18 11/12 

福井北 RC 水 10/31 

福井南 RC 火 10/9,16 11/13,27 

福井東 RC 月 10/1 

福井西 RC 金 11/9 12/14 

福井あじさい RC 金 10/5,19 11/30 

三国 RC 金 10/5,26 11/9 

敦賀西 RC 木 10/4 

 

平成３０年１０月 １日（月）第 1953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  １０月 会員誕生日・結婚記念日 
夫人誕生日 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫  

① RLIパートⅢ 研修会の案内 

10/28 文教学園にて 

② ＲＩ日本事務局より 

2018年 10月 ＲＩレート 1ドル＝112円 

（ご参考：2018年 9月＝112円） 

 ≪他クラブより≫  

  ① 舞鶴東 RCより 季刊誌「ＭＹロータリー」 

② 島原南 RCより 会報 

③ 大野 RC 勝山 RCより 活動報告書 

≪その他≫  

  ① ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催助成金の仮申請について 
福井県観光営業部観光振興課 

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（１０月号）解説 
瀬野 友伸 会員 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

平成３０年１０月２２日（月）第 1955回例会 
創立４０周年記念式典について 

平成３０年１０月２８日（月）第 1956回例会 
外部卓話 福井新聞社 

  事業局長代理 兼 

  福井新聞文化センター 加藤佳紀様 

    「活字と人格」 

今後の例会予定  

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周年記念式典について 
 

次回の例会  

平成３０年１０月１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 10/25 11/15,29 

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  敦賀にて 

⇒１１月１２日（月）は例会あります。 
 

西日本豪雨災害義援金について 

３９，１００円（ポスト型貯金箱に募金していただい
た分）9/27 ガバナー事務所に送金しました。 

ご協力ありがとうございました。 

福井城の復元をすすめる会 

福井城址の坤穭（ひつじさるやぐら）の再建へ賛同し
ていただける方は、署名をご提出ください。 



  

  本日は、タイスタディツアーの壮行会ということで、丸岡高校と坂井高校の生徒と先生に

お越しいただいています。タイの文化等日本と比較し、多くを学んでいただきたいと思いま

す。タイの方々は、信仰心も厚く挨拶の時は合掌をされるなど、感じるところは多々あるは

ずです。財団の孤児の皆さんと触れ合った感想等、帰国後の報告会を楽しみにしています。 

  さて、本日は、地震の話をしたいと思います。先日は北海道で震度７の地震があり、被害

に遭われた方々にお見舞い申し上げます。７０年前の福井地震では、ほとんどの建物がつぶ

れました。その当時、竹やぶに逃げよという言い伝えがありました。竹の根っこは、地面を

這うので地割れがないと言われています。覚えておいてください。当時私は、小学生でした 

が、地震後父親と逃げる最中に見た光景は今でも忘れることはできません。銭湯で焼け焦げて亡くなった人、倒壊

した建物の下敷きになった身内を助けようとしても火の手が上がり助けることが出来なかった人、映画館で、被災

し自身で足をガラスで切断して生き延びた人など、悲惨な光景があちらこちらで、見受けられました。霞公園では

液状化現象にも見舞われていました。現代では、子供が被災すると心のケアを叫ばれていますが、昔は、１週間も

したら元気に飛び回っていたように思います。 

 

林田 千之 会長挨拶                         ９月１０日（月） 

卓 話                       ９月１０日（月）  

   

Ｐ3 ＲＩ会長メッセージ   

Ｐ7 いっしょに笑顔 ＜国内の子どもの貧困対策・居場所づくり＞ 

・食料を届け、「貧困の連鎖」を断ち切る 

   東京八王子南ＲＣ神山浩之氏の活動紹介 

 ・食品ロスについて 

・近年増える子ども食堂 

   都道府県の子ども食堂の数と課題について 

Ｐ30  ロータリアンのポリオ撲滅活動をたたえる  

 ・ポリオ撲滅活動への感謝 紹介 

・10 月 24 日は世界ポリオデー紹介 

Ｐ44  パズル deロータリー  

縦Ｐ22 ロータリーアットワークの活動紹介  

 ・感謝の気持ちは次の世代へ贈る（市川東ＲＣ） 

 ・地域からオリンピック選手を出したい！ 

（珠洲ＲＣ） 

 ・歌を通じた親睦のため全国から福井に集結（福井南ＲＣ） 

 ・社会について学ぶ機会を（小松ＲＣ） 

このロータリーアットワークとは次の世代の為に未来へつなぐ事だと強く実

感しました。 

  

『ロータリーの友（９月号） 解説』  川上 純幸 会員 

林田会長より 

１０分間によく

まとめてくださ

いました。 

＜会員感想＞ 家庭での食品ロスを削減できれば、食べ物の廃棄量を減らすという環境面だけでなく、 

家計面にとってもメリットがあります。 

まずは食材を「買い過ぎず」「使い切る」「食べ切る」を心掛けましょう。（文責 倉田 教信） 



 

  

タイスタディツアー壮行会                       ９月１０日（月） 

  
司会：瀬野青少年奉仕委員長  水﨑副団長より挨拶 

お揃いのユニフォームを授与 

西出国際奉仕委員長より 

謝辞＆挨拶  

 

高校生用　地区補助金活用

金　額

896,000

200,000

160,000

550,000

150,000

1,956,000

ロータリーメンバー用　国際奉仕委員会事業

金　額

300,000

400,000

700,000

委員会事業費　参加者助成金1人60,000円

RCメンバー参加費　1人80,000円

丸岡高校同窓会補助金

委員会事業費より

高校生・先生　参加費　１人50,000×11名

地区補助金

40周年記念事業費より

丸岡 RC メンバー  下田・東角・水﨑・西出・宮谷 

丸岡高校生 ２年生 男子２名 女子３名  

坂井高校生 ２年生 男子２名 女子３名 

小川先生（坂井高校） 

取材カメラマン 松谷氏（株式会社メディアミックス） 

 
１３日（木）丸岡ＩＣ １７時 出発式 

      小松空港 １８時４５分発 

１４日（金）羽田空港 ０時５５分発 タイへ 

    ～ １７日（月） タイで活動  

１８日（火）小松空港 ９時４５分着 

      丸岡ＩＣ １０時３０分着 

          解散式 

一人ずつ決意表明 成長してきたい！交流をし、学んでいきたい！期待いっぱいの表情 



 

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  

委員会報告                    ９月１０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 10日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 15,000円 231,000円 651,000円 

ロータリー財団 12,000円 161,000円 

米山記念奨学会 10,000円 122,000円 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １２名 

林田会長 高校生の皆さん、タイの文化を吸収してきてく

ださい。 合掌 

松井幹事 スタディツアー高校生のみな様、気を付けて行

ってください。 

北     タイスタディツアーの成功を祈って。高校生の

みな様ごくろう様です。 

下田   川上さん「友」解説ご苦労様です。 

奥村   タイスタディツアー参加の５名（下田会員、東

角会員、水﨑会員、西出会員、宮谷会員）の皆

さんご苦労さま様です。 

林田恒正 スタディツアーの皆様、楽しんで来て下さい 

倉本   タイスタディツアー参加の会員の皆様、高校生

の皆様、体に気を付けて頑張って来て下さい。 

水﨑   いよいよタイ国スタディツアーがせまってき 

ました。頑張って行ってきます。 

柿木   タイスタディツアー参加の皆様、体に気を付け

て下さい。 

◆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 

9/10 ３２ ２３ ６ １ ２ 76.67% 

【メーキャップ】 9/11～9/28 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 

8/27 ３２ ２６ ０ ４ ２ 86.67% 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者   ８名 
下田 林田恒正 水﨑 柿木 竹内 松井 竹澤 宮谷 

◆米山奨学会◆     寄付者   ７名 
下田 林田恒正 柿木 竹内 松井 竹澤 宮谷 

竹内  川上会員 ロータリーの友解説よろしくお願いします。 

竹澤  タイへ行く皆様、お気をつけて。川上さん、友解説よろしく 

お願いします。 

宮谷  お疲れ様です。９/１３からがんばってきます！ 

日刊県民福井 ９月１２日朝刊記事 

福井新聞 ９月１２日朝刊記事 


