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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 10/16 11/13,27 

福井西 RC 金 11/9  12/14 

福井あじさい RC 金 10/19 11/30 

三国 RC 金 10/26 11/9 

武生府中 RC 木 10/18 11/15 

 

平成３０年１０月１５日（月）第 1954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 RLIパートⅡ 研修会 修了証 

杉本副会長 

② 2017-18年度財団補助金年次財務調査報告 

③ 西日本豪雨災害 寄附の御礼 

④ メジャードナー顕彰午餐会の案内 

   下田会員・金会員へ 

⑤ 「世界ポリオデー」に向けて  

ポリオ撲滅活動募金のお願い 

 ≪他クラブより≫  

  ① 敦賀西 RCより 活動報告書 

≪その他≫  

  ① ウイングカップソフトボール大会案内 

11/4（日） あわら市国影グラウンド 

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  創立４０周年記念式典について 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

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」 

平成３０年１１月 ３日（土）第 1957回例会 
創立４０周年記念式典 

⇒１１月５日（月）は振替で休会です。 
 

今後の例会予定  

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 
 

次回の例会  

平成３０年１０月１５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１０日（土） 
ＩＭ ５組  敦賀にて 

平成３０年１１月１２日（月）第 1958回例会 
祝事 

ロータリーの友（１１月号）解説  竹澤俊彦会員 

平成３０年１１月１９日（月）第 1959回例会 
米山奨学生卓話 

 ブー・ミン・ゴック（ベトナム）さん 

平成３０年１１月２６日（月）第 1960回例会 
外部卓話 

 元平章小学校 校長 三浦三博氏  

「丸岡藩と滝谷村」 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台風２４号は、福井をそれましたが、東京は、直撃しまして大変な被害がでたようで私も

知り合いにお見舞いをしました。 

まず、福祉ネットこうえん会の理事長でもある林田恒正会員が発刊委員長となり、「知的

障害、福祉歩み回顧」として記念誌をまとめたことが福井新聞の記事になっておりましたの

で、ご紹介します。 

さて、本日は北陸道についてお話したいと思います。もともと江戸時代は、丸岡は突き当

りで、長崎～舟寄～金津～細呂木～橘～大聖寺に続く道がありました。丸岡町谷町の長田氏 

石城戸の伊東氏 田町の本沢氏はじめ何名かで丸岡に新道を作ってほしいと嘆願しました。下記に史料として掲載

します。なぜ、このようなことをお話するかと申しますと、北陸新幹線ができ、芦原温泉駅から、せめてモノレー

ルで丸岡までつないでほしいと思っていて、昔の丸岡の有志のように交通網の整備が願いです。 

 

林田 千之 会長挨拶                         １０月１日（月） 

第５回 理事会 議事録              １０月１日（月）  

【協議事項】    

①１１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   

②４０周年記念式典について           【東角実行委員長】 

1.時間のかかる記念誌部会も含め、各部会で会合を行い、順調に進

んでいる。 

2.ケーブルテレビ放映の協賛金について 

会長：企業協賛の４０万円についてはロータリーの宣伝にもなる

ことから基金を取り崩してはどうか？ 

全員一致で承認 

【報告事項】  

①１０月例会プログラム一部変更について【杉本クラブ管理運営理事】 

１０月２９日例会 外部卓話 「活字と人格」 

福井新聞事業局長代理兼福井新聞文化センター 加藤佳紀様 

②中途退会者の会費納入について           【林田会長】 

会費は本部へ半期ごとに支払っているので、半期での途中退会者が

出た場合半期ごとに清算し不足分は徴収する。        

【その他】  

①昨年のバツイチ婚について        【三寺社会奉仕委員長】 

成立したカップルが一組結婚しました。 

②新入会員について 

釣部：新入会員勧誘への取組について再度考えてほしい。 

予算のこともあり早く入会させてほしい。 

会長：理事全員の署名を貰い、ペアで勧誘にあたっている。 

奥村：会員増強員会と話して早急に対応します。 

③月曜日例会が祭日などでの休会時の振替開催について 

会長：本年度例会の休みが多く、寂しいので、振替で例会を 

開催してはどうか？ 

１１月プログラム 

日  時 内  容 

11/3（土） 創立４０周年記念式典 小松屋にて 

11/12（月） 

祝事 

ロータリーの友（１２月号）解説 

担当：竹澤俊彦 会員 

11/19（月） 
米山奨学正 卓話 

ブー・ミン・ゴック（ベトナム）さん 

11/26（月） 
外部卓話 元平章小学校 校長 

 三浦三博氏 「丸岡藩と滝谷村」 

 

東角 ：他の会合などもあり、現状のままがよ 

いのでは 

釣部 ：ニコニコ箱など考えると振替日をつ 

くってもいいのではないか 

三寺 ：振替例会は、食事例会か呑み会にし 

てはどうか？ 

曜日は変えないでほしい。 

金   ：規約に抵触しないのであればそのま 

までよいのではないか 

林田恒：振替でやるのなら。６ヶ月前に決めて 

ほしい。 

その他全員の理事から意見が出たが、このこ

とを考慮し会長一任となった。 



 

 

 

  

卓 話                        １０月１日（月） 

   

RI会長メッセージ P3  

10/24 の世界ポリオデーに向けて、改めてポリオ撲滅を訴えている。 

歴史でつながる P7～  

明治に改元されてから満 150 年を記念しての各地で開催されている 

取り組みを紹介。 

会津と薩摩、因縁を超えロータリーが結んだ縁 P8、9  

戊辰戦争で敵味方に分かれて争った地域である、鹿児島中央 RC と会津若松西 RC が友

好クラブを結成。自分たちの先人の遺恨があり、結成には紆余曲折があった。3～4 世代

前の遺恨を忘れないことを考えると、自分たちの行動や立居振舞が子や孫に影響するこ

とになる。福井県でも幕末明治福井 150 年博の記念イベントが各種開催されている。 

ロータリーが目指す経済と地域社会の発展 P21～ 

ロータリーでは、10 月は経済と地域社会の発展月間。各地の取り組みを紹介。 

渥美 RC の菜の花と河津桜による、まちなかにぎわい事業を紹介。当初、事業が形になるのは 10 年かかると思わ

れたが、その通り、10 年を過ぎたころから新聞やテレビで報道されるようになり、市外、県外からの観光客が急増

し、飲食店は行列のできるお店へと変貌した。10 年先を予測し、継続したことが素晴らしい。 

People of action around the world P34、35 

アメリカ アラバマ州 タスカルーサ RC では退役軍人を招待し、戦没者慰霊碑を訪問している。仮に、日本で同

じようなことを行えば議論になるだろうし、堂々と実施している所がアメリカ的である。 

クローンを出席させよう P40、41 

ラングホーン RC の取り組み紹介。本人が出席できない時、家族や仕事関係者をクローン会員として代理出席を認

めるもの。「このプログラムを継続発展させれば、クローン会員が最終的に正会員になり始める。」 十年後、その

取り組みの是非が分かるだろう。 

地域資源を活かした復元力のあるまちづくり P4～ 

明治神宮の森は、一見自然の森のように見えるが、まだ 100 年ほどしか経っていない。

40 年くらい経てば立派な森になる。ここでも、数十年先を見通す力が必要なことが分か

る。植物や動物の生態系を大切にしましょうということはほとんど常識になっているが、

人間の生業については、大切にしていこうという概念が抜けている。古い技術や生業は

淘汰されていくという考えではなく、「生業の生態系の保全」が大切である。 

例会を月２回にする決断 100歳の長老会員が理解示す P9～ 

大坂堂島 RC の 100 歳になる藤本さんという会員の紹介。合併話がでる程の会員減少問

題が起こり、その問題を打開しようと様々な取り組みを行った。その一つが、会員増強 

委員会が「例会を隔週にするなら会員を 50 人まで増やす」と提言したのを受け、また長老会員の藤本さんが後押

ししたこともあり、例会を月二回とした。10 年後、その成果が問われるのではないか。  

『ロータリーの友（１０月号） 解説』  瀬野 友伸 会員 

＜会員感想＞ 例会を月 2 回にすることが即会

員増強に結びつくとは思われませんが、議論す

ることは必要な時期だと思います。 

「ロータリーの友」はロータリーの機関紙であ

り情報誌です。ロータリーアンの３つの義務の

一つは「ロータリーの友」の購読です。家で一

人で読み切るのは大変ですが、毎月会員仲間が

感想を交えてポイントを解説してもらえるのは 

親しみが湧きとても有難いものです。瀬野会員、本日はお疲れさまでした。      （文責 倉田 教信） 



 

委員会報告                    １０月１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 

 10月 1日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 30,000円 261,000円 681,000円 

ロータリー財団 36,000円 197,000円 

米山記念奨学会 22,000円 144,000円 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  ２０名 

林田会長 誕生日を自祝して。 

瀬野君、今日は宜しく。 

松井幹事 瀬野さん、友解説ご苦労様です。 

釣部   瀬野会員、友解説御苦労様です。 

結婚記念日を自祝して。 

小見山  明日（10/2）？才を元気に迎える事が出来、感謝

です。今後も一日一日を大事に過ごしたいと思い

ます。 

下田   瀬野さん、ロータリーの友解説ご苦労様です。 

金    西出さんはじめスタディツアーに同行された方々

ご苦労様でした。 

奥村   瀬野会員「ロータリーの友」解説頑張って下さい。 

山下   スタディツアー参加の皆様、ご苦労様でした。丸

岡“ロータリーの友”伸さん、今日は解説よろし

く。 

東角   妻の誕生日を自祝して。 

倉本   タイスタディツアー参加の皆様方、御苦労様でし

た。福井国体の成功を祈ります。 

倉田   瀬野会員、ロータリーの友解説有難うございます。 

水﨑   タイスタディツアーは大きな成果をあげて無事に

終了しました。 

◆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 

9/10 ３２ ２７ ２ １ ２ 90.00% 

【メーキャップ】 10/1～10/12 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 

9/3 ３２ ２４ １ ５ ２ 83.33% 

9/10 ３２ ２３ １ ６ ２ 80.00% 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者  ２０名 
中島 南 釣部 林田千之 北  下田 金  奥村 

林田恒正 山下 東角   倉本 倉田 水﨑 柿木 

杉本   竹内 松井   川上 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者  １７名 
中島   釣部 林田千之  北  下田 金  奥村 

林田恒正 山下 倉本 倉田 柿木 杉本 竹内 

松井   川上 竹澤 

柿木  誕生日を自祝して。 

杉本  誕生日を自祝して。 

竹内  瀬野会員 ロータリーの友解説よろしくお願いします。 

上屋敷 瀬野さん 本日は友解説よろしくお願いします。 

瀬野  友の解説というか、感想文になってしまうかもしれません 

が、よろしくお願いします。 

川上  みなさん、お久しぶりです。そして、瀬野会員、友解説ご苦

労さまです。 

竹澤  久しぶりのロータリー。瀬野君、友解説ご苦労さまです。 

西出  瀬野さん、友解説宜しくお願い致します。 

１０月度祝事 

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 

会 員 誕 生 日 

10/2 小見山会員 74 

10/22 柿木会員    59 

10/23 林田千会員 80 

10/27 杉本会員   59 

 

結婚記念日 

10/7  釣部会員 

10/8  西出会員 

10/20  山岸会員 

10/23  川上会員 

 

会 員 夫 人 誕 生 日 

10/3   三寺会員夫人  恭子様 

10/14  奥村会員夫人  秋子様 

10/17  東角会員夫人  恵子様 

10/20  川上会員夫人  尚代様 

 

倉本ソングリーダー
の指揮にて、 
バースデイソングの
プレゼント🎁 


