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ビジター受付のみ  12：00～12：30 
福井 RC 木 1/17 3/14 4/11,18 

福井南 RC 火 1/22 2/20 

福井西 RC 金 1/11 2/8,22 3/29 

福井あじさい RC 金 1/18 

若狭 RC 火 1/8 

敦賀西 RC 木 1/10 

 

平成３０年 １月 ７日（月）第 1964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  １月  会員誕生日 会員夫人誕生日 

入 会 式  岩田 美雪 会員 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

① 第 2回社会奉仕委員長会議開催の案内 

2/11 京都リーガロイヤルホテルにて 

② 会員増強アクション会議開催の案内 

3/2 京都リサーチパークにて 

  ③ 2019年規定審議会 

 立法案にクラブの見解表明が可能になり、 

 手続きは指定ＵＲＬより 

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  外部卓話 

    『後期 ロータリー委員会活動について』 

林田千之会長 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

平成３１年 １月１４日（月）祝日の為 休会 

平成３１年 １月２５日（金）第 1966回例会 

新年会 小松屋にて 

 17：30～ 受付 

18：00～ 開会点鐘 例会 

 18：20～ 閉会点鐘 

 18：30～ 新年会 歓迎会 

⇒１月２８日（月）は振替で休会です。 

 

今後の例会予定  

平成３１年 １月２１日（月）第 1965回例会 
ロータリーの友（１月号）解説 担当者未定 

 

次回の例会  

平成３１年１月７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 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火 2/5 

福井水仙 RC 木 1/10 2/28 

 

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 なるべく早くに 

お手数おかけしますが、ご協力 
お願いします。 

 
★ご連絡★ 
１月１０日 後期会費 口座引落日です。 
ご指定の口座の残高確認お願いします。 

現金納入の方は、 

例会時に釣部会計までお渡しください。 

口座振り込みの方は、 

1/10までに福井銀行もしくは福井信用金庫の 

指定口座にお振込みください。 

 

お手数おかけしますが、ご協力 
お願いします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は、久しぶりサッカー全国大会出場が決定した丸岡高校の河野校長先生と小坂監

督にお越しいただきました。 

さて、年末になると、忠臣蔵が放映されることが多いですが、大石内蔵助と妻の離縁

の場面には、涙がでます。戦前生まれだからでしょうか。。。。 

最近は新聞の経済記事の中で、カタカナの言葉が多くでてきます。【SMFG、渋谷セン

ター街にオープンイノベーション拠点「hoops link tokyo」を開設——米 StartX、Work-

Bench、Geodesic、ERA らも協力】という記事の見出しを読んで、皆さんわかるでしょ

うか？今後も、特に若い会員さんに質問していきたいと思います。 

林田 千之 会長挨拶                        １２月１０日（月） 

お礼 福井県立丸岡高校              １２月１０日（月） 

先日は、４０周年式典にお招きいただきましてありがとうございました。 

11 月 11 日（日曜日）に「第 97 回全国高等学校サッカー選手権福井県大会」の決勝戦がテクノポ

ート福井スタジアムで行われ、丸岡高校サッカー部が優勝を飾りました。3 年ぶりの優勝です。Ｆ

ＢＣの決勝戦の模様が終了した後からすぐにお祝いの言葉をかけていただき、地元の方々の応援を

身に染みて感じています。丸岡高校では、９月にタイに行った生徒もとても成長しました。今後も

台湾に生徒を派遣予定です。グローカルということで、グローバル＆ローカルを大切に生徒を育て 

ていきたいと思いますので今後ともご支援よろしくお願い致します。 

３年ぶり２９回目の優勝が決まり、地域の皆様には本当に支えて頂いています。私も監督として１

０年経ち、街でも知らない方からも「頑張って！」声をかけて頂きます。感謝です。全国に丸岡の

名を広めていきたいです。あと３週間準備をしていきます。 

多大なるご厚意頂き感謝し

ています。２回戦３回戦と 

駒を進められるよう、応援よろしくお願いします。 

また、その際には、ご寄付の方もどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

河野校長先生より 

小坂サッカー部監督より 

 

東角同窓会長 前川ＰＴＡ会長より 

第７回 理事会 議事録             １２月１０日（月）  

 【協議事項】  全ての議案 全会一致で承認  

①１月例会プログラムについて 【杉本クラブ管理運営理事】 

②１/２５新年会について 【杉本クラブ管理運営理事】 

③2019-20年度 会長ノミニーについて 【下田指名委員会委員長】 

④2019-20年度 理事役員について 【東角会長エレクト】 

⑤新入会員候補者について 【奥村会員増強理事】 

【報告事項】 

①前期お疲れさん会＆クリスマス家族会 決算 

【杉本クラブ管理運営理事】 

②タイスタディツアー 決算 【西出国際奉仕委員長】 

１月プログラム 

日  時 内  容 

1/7（月） 祝事  後期に向けて会長訓話 

1/14（月） 祝日の為 休会 

1/21（月） ロータリーの友（１月号）解説 

1/25（金） 新年会 小松屋にて 

 

１２月度祝事 

会 員 誕 生 日 

12/5  松井会員 53 

12/9  瀬野会員 46 

12/11 関山会員 42 

12/28  竹内会員 48 

結婚記念日 

12/2  瀬野会員 

会 員 夫 人 誕 生 日 

12/11 柿木会員夫人 まり子様 



 

 

 

先月末に、雑誌広報ＩＴ委員会の上屋敷委員長より、今回の「友の解説」をお願いさ

れました。上屋敷会員には私の会長の時にホームページの作成に尽力頂いたことや、各

種報告の後の短い時間内で、金さん下村さんと 3 人で友の解説をしていただいた義理も

あり、軽い気持ちで引き受けてしまいました。 

この友という会報誌はＲＩからの指定記事が入稿されないと、編集、印刷に取り掛かれ

ないため、月末はいつもやきもきしていると先月号に載っておりましたが、12 月号は

先月末に、私の手元に届きました。実は先週は出張が多くて、東京にも岐阜にも福岡に

も持っていき、飛行機の中でも広げるには広げましたが、この本はまるで、良く効く睡

眠薬のようでした。 

横Ｐ1 ＲＩ会長メッセージです。私はこのバリーラシン会長は「Be The 

Inspiration」というテーマを掲げるだけあって、非常に創造力に富んだ変革

に柔軟に対応できる人でないかなと思いました。そう感じさせた文章はこのペ

ージの中ほどに書いてあります。住んでいるバハマという国にまで興味が出て

しまいました。顔はブルースウイルスにも似ていると思いませんか。 

横Ｐ11、科学を通じた人間教育で「子供の理科離れなく

す会」の取り組みと、ロータリークラブと協力連携したいという意見が出ています。子供に

科学を教える際にお絵描きソフ

トじゃダメでしょという話で納

得です。 

横Ｐ15 理科が苦手な先生に教

え方を教える方法は、タクアパ

と行っているＧＧの考え方と同

じであることに共感。 

横Ｐ29 アメリカでの募金や資金の捻出にオークションを活用しており、他にないか調べ

たら、ジャックニクラウスとのプレー権 2800 万円がありました。 

横Ｐ30 米山というと日本に来る留学生が対象だと思っていましたが、台湾では日本人留

学生を受け入れている米山出身者の集まりがある。はたして中国はどうなのか。 

横Ｐ35 クロスワードパズル横の４番「自分のことを上げる場所は？」スマホで応募でき

るのでぜひ挑戦を。 

縦 4 誰もが長生きを望むのは当たり前ですし、その答えを知りたいと思って読みだすの

ですが、結論は意外。100 年前まで人間の寿命は４３歳だった。子孫を作り成人したら寿

命でなくなる。寿命が来たので自然に死んでが、寿命が延びたが現代は死ねない。だから

50 歳以降の人生の生き方を考えて生きましょう。しかし何も指針がない。血圧を自然に上げてぱっと死ぬか、 

140 を維持して長生きするか。いずれにしてもリラックスして共生して生きることが大切だとのこと。 

縦 16 岩手のうに焼き、おいしそうですがネットで調べたら 2 つで 4800 円でした。 

縦 20 短歌の一句、非常に良い歌だと思います。 

＜会員感想＞ 『ロータリーの友』は基本的にはロータリアンのための機関・情報誌です。広報誌ではありませ

ん。世界や日本におけるロータリーの状況やロータリー活動について、日本全国のロータリアンが情報や思いを

共有できるような編集となっています。親しみをもって読むよう心掛けたいものです。 （文責 倉田 教信） 

 

  

卓 話                      １２月１０日（月）  

『ロータリーの友（１２月号） 解説』     山下 健治 会員 

ロボットコンテスト出場チーム  見学会      １２月１７日（月）  

坂井高校にて 

１２時～昼食後 

例会開会 

林田会長の挨拶、水﨑

プログラム委員長の説 

明後に場所を移動して 

見学しました。 出席者 ２５名 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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                   １２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 

 12月 10日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 23,000円 407,000円 887,000円 

ロータリー財団 23,000円 323,000円 

米山記念奨学会 14,000円 258,000円 

 

◆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 

12/10 ３２ ２６ ４ ０ ２ 86.67% 

12/17 ３２ ２２ ８ ０ ２ 73.33% 

【メーキャップ】 12/10～12/28 事務局受付分 

 12/14 福井西ＲＣ   小見山  12/2分 

 12/18 福井南ＲＣ   小見山  1/7分 

 12/19 福井北ＲＣ   金    12/17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 

11/19 ３２ ２２ ３ ５ ２ 83.33% 

11/26 ３２ ２５ ０ ５ ２ 83.33% 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １３名 

林田会長 山下君 友解説ご苦労様です。 

丸高サッカーガンバレ！ 

松井幹事 友の解説、山下会員よろしくお願いします。 

釣部   丸高サッカーおめでとうございます。 

下田   山下さん、ロータリーの友解説ご苦労様です。 

奥村   丸高サッカー部ガンバレ！ 

山下   初めて「友の解説」をさせて頂きます。よろし

く。 

倉本   先週のクリスマス家族会ビンゴゲームにて家

の孫２人が１位２位に当たりました。ラッキー 

倉田   寒くなりました。風邪をひかぬよう注意しまし

ょう。 

水﨑   年の瀬になりました。 

柿木   山下会員 ロータリーの友の解説よろしくお

願いします。丸高サッカーガンバレ！ 

竹内   誕生日なので、自祝します。 

瀬野   山下会員 友解説楽しみにしています。 

竹澤   山下さん 友解説ごくろうさまです。 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １１名 
中島 南  釣部 林田千之 下田 倉本 

倉田 水﨑 柿木 松井   竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者  １１名 
中島 釣部 林田千之 下田 林田恒正 倉本 

倉田 水﨑 柿木   松井 竹澤 

 

 

 ルール等について、生徒の

熱心な説明を受けました。 

質問をしながら、興味津々で見学 

実際に見ると、とても大がかりな装置でした。 
林田会長のご指名にて、三寺

会員が、実際にロボット操作

をしてみました。 

なかなか難しそうです((+_+)) 


