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ビジター受付のみ  12：00～12：30 
福井 RC 木 12/20 

福井北 RC 水 12/5,19 

福井南 RC 火 12/18 

福井西 RC 金 12/14 

福井東 RC 月 12/17 

福井あじさい RC 金 12/21 1/18 

武生 RC 火 12/18 

若狭 RC 火 12/18 1/8 

敦賀西 RC1 木 12/13 

 

平成３０年１１月１９日（月）第 1959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 2018年度米山年末交流会のご案内 

≪他クラブより≫ 

① ＩＭ第５組 参加お礼 

 ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ敦賀 RCより 

② 第 162回福井県下 RC会長幹事会 案内 

   ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ福井 RCより 
   ２/２（土） グランユアーズフクイにて 

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  米山奨学生卓話（１０月米山月間） 
ブー ゴック ミン さん（ﾍﾞﾄﾅﾑ 男性） 
お世話クラブ：福井北 RC 
同行者：地区米山委員 伊藤 彰様(福井 RC) 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

平成３０年１２月 ２日（日）第 1961回例会 

前期お疲れさん会＆クリスマス家族会 

あわらグランドホテルにて 

 11：30～ 受付 

12：00～ 開会点鐘 例会 

 12：30～ 閉会点鐘 

  前期お疲れさん会＆クリスマス会へ 

⇒１２月３日（月）は振替で休会です。 

平成３０年１２月１０日（月）第 1962回例会 
祝事 

ロータリーの友（１２月号）解説 山下健治会員 

平成３０年１２月１７日（月）第 1963回例会 
 ロボットコンテスト出場チームの模様を見学 

  福井県立坂井高等学校にて 

   12：00 食事 

  12：30 開会点鐘 見学 

13：30 閉会点鐘 

今後の例会予定  

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」 
 

次回の例会  

平成３０年１１月１９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 11/29 

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 

新年会でのアトラクション（お写真提供依頼） 
①生まれた頃～学生時代～青春時代 ３枚程度 

②封筒に入れて、記名し事務局までお渡し下さい。

必ず、ご返却いたします。pdfもしくは jpgデー

タにてメールでご提出も可。 

③〆切 １１月末日 

お手数おかけしますが、ご協力 
お願いします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４０周年記念式典は、皆様のお力添えにて成功しました。ご臨席された各 RC の会長

からも今後、周年記念行事をする参考になった、近藤先生の講演がよかったとの連絡が

ありました。また、ＩＭでもパストガバナーはじめ各会長からもお褒めの言葉を頂戴し

ました。皆様のお力の結集だと思っております。大変ありがとうございました。 

先日のＩＭにご出席された方々、お疲れ様でした。

懇親会ではセイコガニを御馳走になりました。 

４０周年記念事業のタイスタディツアーのケーブルテレ

ビ放映が始まっています。あと何回か放映されますので、ぜ

ひ皆様ご覧ください。 

滋賀県からの所用の帰り道、湖南道路を使い余呉から敦賀にぬけました。何十年かぶ

りに「柳ケ瀬トンネル」を通りました。 

皆さんのお手元にある今月のガバナー通信の表紙に丸岡城が載っています。うれしい

ことです。 

林田 千之 会長挨拶                        １１月１２日（月） 

ＲＬＩパートⅢ研修 修了書（ロータリーリーダーシップ研修） 

１０月２８日（日）9：45～16：20  京都文教学園にて 

杉本会長ノミニーがパートⅠ・パートⅡに引き続き受講され 

ました。お疲れ様でした。 

      

修了書授与                    １１月１２日（月） 

お知らせ 上屋敷雑誌広報ＩＴ委員長       １１月１２日（月） 

 

スタディツアーの取材した内容の番組が

ケーブルテレビ（９ｃｈ）で放映中です。

４０周年記念式典で、放映したものの、

ロングバージョンです。 

ぜひご覧ください！ 

第６回 理事会 議事録             １１月１２日（月）  

【協議事項】    

①１２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   

日  時 内  容 

12/17（月） 

ロボットコンテスト出場チームの 

模様を見学 

福井県立坂井高等学校にて 

12：00～ 食事 

12：30～ 開会点鐘 見学 

13：30  閉会点鐘 

12/24（月） 祝日の為 休会 

 

日  時 内  容 

12/3（月） 

 ⇒ 

12/2（日） 

前期お疲れさん会＆クリスマス家族会

あわらグランドホテルにて 

11：30～ 受付 

12：00～ 開会点鐘 例会 

12：30～ クリスマス家族会 

12/10（月） 

祝事 

ロータリーの友（１２月号）解説 

担当：山下健治 会員 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓 話                      １１月１２日（月）  

   

 

RI会長メッセージ P3  

毎年国際大会に参加するたびに、新たなインスピレーションを得ていま

す。2019 年６月ハンブルグで友情とインスピレーションを見つけるチャ

ンスと逃さないでください。国際大会に参加したことがない人は、この会

長メッセージを私からの個人的な招待状だと思ってください。 

ロータリー財団管理委員会は今 P8～ 

財団管理委員会では、世界レベルでさまざまな問題が討議されますが、現

在問題になっている案件の一つに、地区が地区財団活動資金（ＤＤＦ）を

使い切れていないことがあります。 

ロータリー財団が特別なのは、寄付をするだけでなく、自分たちの奉仕活動に役立てられる点です。世界を変える

行動人として、インスピレーションになりましょう。 

寄付が原資の補助金を有効利用し、行動しましょう P10～ 

駆け込み申請の多さも課題  グローバル補助金は１年中申請を受け付け、地区

補助金は実施前年度の７月～９月が申請受付期間。 

⇒補足・２６５０地区では、実施前年度２月～５月申請書提出 

知識・経験が豊富な地区財団委員会が、クラブを支援 P12～ 

グローバル補助金申請のヒント P13～ 

「四つのテスト」に照らした平和の構築を P14～ 

ポリオ撲滅までのガイド P18～ 

ポリオウイルスが感染するのはヒトだけで、主に５歳以下の子どもが罹患します。

なぜならば、予防接種が十分に行きわたっていない可能性が最も高いからです。ポ

リオの治療法はありません。 

１７４０万人・・・今健康に暮らしている人で 1988 年以降ロータリーなどのポリオ撲滅活動がなければポリオに

よってまひを発症していた人の数。 

世界中で活躍「世界を変える行動人」 P30～ 

2020-21年度国際ロータリー会長にスシル・グプタ氏が選ばれる P38～ 

児童虐待の実情 縦 P4～ 

保護されるべき子供が保護されないでいる日本…「児童福祉法第４１条」 

ロータリアンに期待されること…ロータリーは子供に対して社会的相続を行う組

織であってほしいと思います。社会的相続とは、日本の伝統文化、地域が育んでき

た文化を子どもたちに継承していくことです。その介入により、人と人とがつなが

り、豊かになっていくことが望まれます。貧困についても同じです。貧困とは単に

経済的な貧困という問題だけではなく、人間関係の希薄さが真の貧困を生んでい

るといえます。人は、一人では生きていけません。いろいろな人や資源とのつなが

りを通じ生きているということを、再認識することが大切なのです。 

友愛の広場 縦 P16～ 

「Be The Inspiration」について  

＜会員感想＞ ロータリー財団の使命は、ロータリアンが、健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済

することを通じて、世界理解、親善、平和を達成できるようにすることです。財団はクラブや地区に補助金を提供

しているほか、ポリオの撲滅や平和の推進といったグローバルなキャンペーンを展開しています。こうした活動や

補助金を実現するために私たちは財団へ寄付をしています。              （文責 倉田 教信） 

『ロータリーの友（１１月号） 解説』  竹澤 俊彦 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                   １１月１２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 

 11月 12日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 22,000円 341,000円 761,000円 

ロータリー財団 16,000円 273,000円 

米山記念奨学会 16,000円 219,000円 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １７名 

林田会長 ４０周年ご苦労様でした。竹澤君 解説よろ

しく！結婚記念日を自祝して。 

松井幹事 ＩＭ、４０周年みなさんご苦労様でした。 

釣部   竹澤会員 ロータリーの友解説ごくろうさま

です。 

林田數一 ４０周年記念ご苦労様でした。また、皆勤バッ

チをいただいて。 

下田   竹澤さん 「ロータリーの友」解説ありがとう

ございます。 

奥村   「ロータリーの友」解説ガンバレ。竹澤会員！ 

林田恒正 ４０周年記念事業！皆様ご苦労様でした。 

山下   ぶっつけ本番で臨んだ祝賀会のトランペット

演奏でしたが、予想以上にうまくできました。 

倉本   丸岡ロータリー４０周年ｊ記念式典お天気に

も恵まれ良かったですね。１０日にはＩＭで

敦賀に行って来ました。 

倉田   竹澤会員 ロータリーの友解説ありがとうご

ざいます。 

水﨑   ４０周年式典は大成功でした。関係者の皆様

の御苦労に感謝します。 

 

◆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 

11/12 ３２ ２３ ６ ０ ３ 79.31% 

【メーキャップ】 11/12～11/16 事務局受付分 

11/10 ＩＭ出席者 

 ＜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 

10/29 ３２ ２７ ０ ２ ３ 93.10% 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １２名 
釣部 林田千之 林田數一 下田 林田恒正 山下 

倉本 倉田   松井   道木 川上   竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者  １３名 
釣部 林田千之 林田數一 下田 林田恒正 山下 

倉本 倉田 水﨑 松井  道木 川上   竹澤 

三寺   ４０周年で貴重な体験をさせていただきありがとうござ

いました。５０周年も皆さんと共に。 

道木   竹澤さん ロータリーの友解説ご苦労さまです。 

上屋敷  竹澤さん 友の解説よろしくお願いします。 

川上   ４０周年お疲れ様でした。貴重な体験ができ勉強になり

ました。 

竹澤   初めての友解説。よろしくお願いします。 

西出   ４０周年式典お疲れ様でした。 

１１月度祝事 

結婚記念日 

11/1   林田恒正会員 

11/5   林田千之会員 

11/7   倉田会員 

11/13  髙倉会員 

11/19  宮谷会員 

11/22  前川徹会員 

会 員 誕 生 日・会 員 夫 人 誕 生 日 

          な し 

倉本ソングリーターの指揮で、 

♫ 歌のプレゼント(#^.^#) ♫ 


