
  

 

  

 

  

「忘
もう

己
こ

利他
り た

」 

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

福井南 RC 火 1/22 2/19 

福井西 RC 金 2/8,22 3/29 

三国 RC 金 1/25 2/22 3/29 

 

平成３１年 １月２１日（月）第 1965回例会 

19：00 開会点鐘 

お 客 様   木村昌弘ガバナー補佐 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「我らの生業」 斉唱 

会長挨拶   林田 千之  会長 

表   彰  ロータリー財団 (杉本会員) 

 米山奨学会(三寺会員 松井会員) 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

① 後期分担金のお願い 

② 第 2650地区 2021-22年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ決定連絡 

  馬場益弘（ばんばますひろ）氏 京都西 RC 

  ③ RI日本事務局経理室より 

2019年 1月 RIレート 1ドル＝112円 

（ご参考：2018年 12月＝112円） 

  ④ 2016年規定審議会後の「例会回数等変更の

効果」についてのアンケート 

  ⑤ 米山奨学会 2018-19年度下期分普通寄付金

送金のお願い 

  ⑥ 今年度 RYLA（ライラ）案内一式 

  ⑦ 「ＭｙＲｏｔａｒｙ」登録推進のお願い 

  ⑧ RI囲碁国際大会案内状 

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 

    ロータリーの友（１月号）解説 

水﨑 亮博 会員 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

平成３１年 ２月 ４日（月）第 1967回例会 
祝事 

外部卓話  福井新聞社 黒田美沙氏 

「新聞記者 1年生の弁」（仮題） 

平成３１年 ２月１１日（月）祝日の為 休会 

平成３１年 ２月１８日（月）第 1968回例会 
ロータリーの友（２月号）解説 担当者：未定 

平成３１年 ２月２５日（月）第 1969回例会 
タイ・クロントイスラム街の消火活動の記録 

（アナン、グローブ君のその後） 

 国際奉仕委員会  水﨑会員 

 

今後の例会予定  

平成３１年 １月２５日（金）第 1966回例会 

新年会＆岩田会員歓迎会   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。 

次回の例会  

平成３１年１月２１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 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明けましておめでとうございます。私は、８０を過ぎ今年は８１歳になりました。ご

家族お揃いで新年を迎えられましたこと誠におめでとうございます。今年１年、特に６

月３０日まではどうぞよろしくお願い致します。４日には会員７名の皆様と共に、神明

神社に会員全員の弥栄を祈ってまいりました。また、新入会員の岩田さんが例会に初め

てお越しになられました。嬉しい限りです。 

本日は、国歌についてご紹介したいと思います。「君が代」は明治期、諸外国に倣って

国歌を制定するにあたり、『和漢朗詠集』に載る古歌に曲をつけて出来上がったそうです。

この歌には『古今和歌集』巻七に本歌があり、「わが君は千代に八千代に細石の巌となり 

て苔のむすまで」とでています。「君が代」は、『わが君』とか『君が代』という場合の助詞『が』は、親愛をこめ

たり、時代によって軽侮の意を表すことさえあるので、とても対手が天皇だとは言えないそうです。「君」が天皇

を指すときは、格助詞は「が」ではなく「の」が用いられたそうです。世界では、戦をうたう国家が多い中で、「君

が代」は、歌意も調べも実に雅で平和的なので、民衆が歌う民謡のようであります。「細石の巌となりて」長崎県

雲仙市千々石町の橘神社にさざれ石の断面があります。一人一人の力はさざれ石のように小さくても、それらが集

まればやがて巌のように大きくなる。「君が代」は、「頑張れニッポン」への応援歌のようだと、新聞に掲載されて

いましたので、ご紹介いたします。 

林田 千之 会長挨拶                          １月７日（月） 

國神神社新年参拝                   １月４日（金） 

 

 

１１時より  参加会員１０名 

新年ご祈祷  舞の奉納                    

 

 

第８回 理事会 議事録               １月７日（月）  

 

日  時 内  容 

2/4（月） 

祝事 

外部卓話  福井新聞社 黒田美沙氏 

「新聞記者 1年生の弁」（仮題） 

2/11（月） 祝日の為 休会 

 

日  時 内  容 

2/18（月） ロータリーの友（２月号）解説 

2/25（月） 
タイ・クロントイスラム街消火活動の

記録（アナン、グローブ君のその後） 

 

【報告事項】 

①７月～１２月 前期会計報告 【釣部会計】 

新会員入会式                    １月７日（月）  

【協議事項】  全会一致で承認  

①２月例会プログラムについて 【杉本クラブ管理運営理事】 

岩田 美雪（いわた みゆき）会員 1984（S59）年 3 月 8 日生 

QUEENS ｇROW （丸岡町東陽）代表 

現住所：福井市石盛町    推薦者：竹内会員 東角会員 

ロータリー活動に興味があり、幅広い年齢

の方々から勉強したいという強い意志をお

持ちの方です。頑張り屋さんとお見受けし

ました。皆様、よろしくご指導ください。 

 

５年前にお店がリニューアルする際に、代

表となりました。この度は、入会させてい

ただき、大先輩とご縁を持つことが出来た

こと、光栄に思っています。どうぞよろし

くお願い致します！！ 



 

 

１.上半期を振り返って 

上半期、特に４０周年では東角実行委員長はじめ会員の皆様にはお世話になり

ました。近藤先生の講演会を含めとてもよい周年行事だったと自負しておりま

す。周年行事をすることによって、過去のクラブの活動を振り返り、今後の活動

に生かしていけます。丸岡ロータリークラブが創設同時は、ロータリアンは、

「人品卑しからず」が会員の資質でありました。私も入会したときに少しでもそ

ういう人格者に近づきたい一心で勉強してまいりました。例会での「親睦」がロ

ータリーの一番の考え方です。半期振り返っての反省点は、委員会開催が少ない

ということです。理事の方々は、委員会メンバーをひっぱって、今後活動をして

いっていただきたいと願います。 

２.ロータリーの執行機関について 

①執行機関は、会長、直前会長、会長エレクト、副会長、幹事、会計です。（定款第１０条第４節） 

②会長は、委員の意見を理事会に具申して、結論を仰ぐことになります。また、会長自身の意見を理事会に具申

することが出来ます。（会長は、会社の社長に当たると

解釈される場合がありますが、ロータリーは社交クラブ

ですから、統制が根幹をなしている会社とは違い、それ

ほど強い代表権はありません。） 

③幹事は、クラブの柱です。幹事は内外の情報を集め、絶

対の権限を持っています。職権によって理事会のメンバ

ーになりますが、発言を求められない限り、発言できま

せん。幹事はクラブの最高の執行者で内外の情報をプー

ルして執行判断をします。理事は幹事の判断を聞いて決議権を行使するのです。 

 ④理事は、担当する委員会を招集して、委員会の意見や決定について、理事会に決議を求めることや意見を聞い

て委員会に助言することです。 

 ⑤ＳＡＡは、Ｓｅｒｇｅａｎｔ Ａｔ Ａｒｍｓ の略で、１２～１３世紀英国宮廷の大奥役で、皇宮警察長官

と宮内大臣を足して２で割ったような役柄と思えばいいでしょう。あらゆるプログラムが実施段階に入った時

に、流動的な事態を踏まえて、その会場の秩序を守る最高の責任者です。 

＜会員感想＞ 前期の反省や取り組みを振り返りながら理事や各部署のあり方など組織論を詳しく説明していた

だきとても参考になりました。二度目の会長職も前回と変わらずアイディアと情熱をもって４０周年事業を大成

功に導いていただきました。卓話を語る満面の笑みを見ていると後期もますますパワーに満ちた活動をしていた

だけそうな予感がしました。                           （文責 倉田 教信） 

卓 話                        １月７日（月）  

『後期 ロータリー委員会活動について』     林田千之 会長 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

１月度祝事 

委員会報告                     １月７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 

 1 月 7 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 30,000円 437,000円 917,000円 

ロータリー財団 21,000円 344,000円 

米山記念奨学会 20,000円 278,000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 

1/7 ３３ ２６ ６ １ １ 81.25% 

【メーキャップ】 1/7～1/18 事務局受付分 

 1/11  福井西ＲＣ 柿木 1/7分  上屋敷 1/21分 

 1/17  福井ＲＣ  林田恒正 1/21分  金 1/25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 

12/2 ３２ １５ ５ １０ ３ 69.00% 

12/10 ３２ ２６ ０ ４ ２ 86.67% 

12/17 ３２ ２２ ０ ７ ２ 73.33% 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  ２２名 

林田会長 あけましておめでとうございます。残り半期よ

ろしくお願いいたします。 

松井幹事 岩田さん 楽しくロータリーの時間を過ごし

ましょう。 

後期も会員の皆様ご協力をお願い致します。 

中島   林田会長、松井幹事 後期御苦労様です。 

南    明けましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願いします。妻の誕生日を自祝して。 

釣部   明けましておめでとうございます。林田会長、

松井幹事 下半期がんばってください。 

山岸   新年明けましておめでとうございます。今年も

よろしく！ 

林田數一 明けましておめでとうございます。 

北    新年あけましておめでとうございます。今年も

よろしく。 

下田   あけましてお目出度うございます。今年もよろ

しくお願いします。 

金    新年おめでとうございます。今年も宜しくお願

い申し上げます。 

林田恒正 明けましておめでとうございます。今年もよろ

しく。 

山下   明けましておめでとうございます。岩田さんご

入会おめでとうございます。 

東角   新年あけましておめでとうございます。本年も

よろしくお願いします。 

倉本   新年明けましておめでとうございます。会員の

皆様方本年もよろしくお願い致します。 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １６名 
中島 釣部 林田千之 林田數一 北 下田 金 山下 

東角 倉本 倉田 水﨑 杉本 松井 川上 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者  １６名 
中島   釣部 林田千之 林田數一 北 下田 金 

林田恒正 山下 倉本 倉田 水﨑 杉本 松井 川上 

竹澤 

倉田  明けましておめでとうございます。今年も手に手をとって頑

張りましょう。 

水﨑  あけましておめでとうございます。今年もよろしく。 

杉本  あけましておめでとうございます。本年もロータリー活動に

邁進しましょう！ 

上屋敷 新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願

いします。妻の誕生日を自祝して。 

川上  新年明けましておめでとうございます。岩田美雪さんようこ

そ丸岡ＲＣへ。よろしくおねがいします。 

竹澤  あけましておめでとうございます。 

西出  新年明けましておめでとうございます。 

岩田  今回入会させて頂きました。どうぞよろしくお願い致します。 

会 員 誕 生 日 

1/30  東角会員  61 

1/30  前川会員  57 

会 員 夫 人 誕 生 日 

1/ 2  南  会員夫人  雅子様 

1/ 3  道木 会員夫人  清美様 

1/ 6  上屋敷会員夫人  仁美様 

1/29  山下  会員夫人 幸恵様 


