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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 4/2,9 

福井西 RC 金 3/8,29 

福井東 RC 月 3/18 

福井あじさい RC 金 3/8 4/12 6/28 

三国 RC 金 3/29 

武生府中 RC 木 2/28 

敦賀西 RC 木 3/14,28 

 

平成３１年 ２月２５日（月）第 1969回例会 

19：00 開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「それでこそロータリー」 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 2019年国際ロータリー年次大会 

（ハンブルグ大会）参加旅行募集案内 

≪その他≫ 

① 福井県工業学科課題研究発表会 御礼 

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  卓話 

  『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 亮博 会員 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

平成３１年 ３月１１日（月）第 1971回例会 
外部卓話 日本銀行福井事務所長 小泉達弥氏 

「最近の金融情勢について」 

平成３１年 ３月１８日（月）第 1972回例会 
ロータリーの友（３月号）解説  瀬野友伸会員 

平成３１年 ３月２５日（月）第 1973回例会 
外部卓話 坂井市教育委員会指導主事 

 浅野正樹氏   

「いじめについて 子供の実態と市の取り組み」 

今後の例会予定  

平成３１年 ３月 ４日（月）第 1970回例会 
祝事 

外部卓話 福井県教育総合研究所 所長 

     （元 和歌山県教育委員会教育企画官） 

   牧野 行治 氏 

「外から見た福井県の教育」 

次回の例会  

平成３１年２月２５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 2/28 3/14 4/4 5/30 

 

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 



 

  
松井次年度ロータリー財団委員長より 

 2月 9日（土）に地区補助金申請の為、参加が必須条件である次年度の地区財団補助金管

理セミナーに参加してきました。 

①クラブ参加資格認定・クラブ覚書（ＭＯＵ）の解説②地区補助金の解説③グローバル補助

金の概要説明と申請手順解説 

詳しい説明があり、質問もたくさん出ていました。 

申請の為のハンドブックが事務局にありますので、補助金を使って事業を予定している次年

度の委員長は、参考にしてください。 

 ２月１１日（月）地区社会奉仕委員長会議に参加してきました。３クラブの活動の報告

があった中で、福井ロータリークラブで子供の貧困対策の事業発表がありました。当クラ

ブでも行おうとしているいじめの事業にも繋がることですので、後日福井ＲＣから資料を

取り寄せようと思います。 

２月１３日（木）には、坂井高校にて、福井県工業学科課題研究発表会があり、審査員

として出席してきました。福井工大附属福井高校・科学技術高校・奥越明成高校・武生工 

業高校・敦賀工業高校・若狭東高校・坂井高校の７校が参加していました。ＩＴ技術を使った研究が多かったです。 

本日は、クラブ奉仕について＜その２＞ということで【出席委員会】についてお話致します。 

前回も申し上げた通り、例会に出席して懇親を深め各自が切磋琢磨し、職業奉仕から始まり五大奉仕へと発展して

いきます。 

＜出席＞は、会員としての最小限の奉仕となります。出席なくしては、ロータリーの目的は達せられず、ロータリ

アンではありません。それは出席によってはじめて親睦が得られ奉仕の理想が高められるからであります。ロータ

リーは「会」や「事業団体」ではなく、「クラブ」であります。クラブは一人一人に主体性がおかれるもので、いわ

ば同好者の集まりであります。出席せぬことは同好者でないことになります。ロータリーの会員の資格を放棄した

ことになります。 

＜例会の出席奨励について＞ 

①１００%デー実施 

 ３週間前に予め、ある例会日を指定し、その日を皆出席の日に 定めて全員に出席を勧奨します。 

②家族を通じての奨励 

家族の集まりを開催して、ロータリーについての説明会等を行い、会員の出席を促していただくようにします。

③他クラブ例会への出席・各種ロータリー行事への参加 

ロータリアンとしての権利であって、それ自身に目的があることであり、元来は出席補填（メークアップ）が目 

的ではありません。 

林田 千之 会長挨拶                         ２月１８日（月） 

地区行事出席報告                  ２月１８日（月）  

グローバル補助金事業について            ２月１８日（月）  

東角奉仕プロジェクト委員長より  

＜2016-17年度（山下会長年度）事業開始＞ 

タクアパＲＣより、グローバル補助金での事業終了の目処がついたのでセレモニーに参加し

て欲しいとの連絡がきました。 

ＲＩ財団への報告書を提出するために、会計チェックや現地での研修の様子視察も兼ねて、

プロジェクト担当者（東角・杉本・松井会員）が２月２５日～２６日タイへ訪問します。 

＜予定＞２５日プロジェクト終了式典参加 

 ２６日タクアパＲＣの担当者と打合せ・各学校への視察 



 

 

 

≪横読み≫ 

Ｐ３ ＲＩ会長メッセージ ロータリアンの皆様 

・「影響力が大きい奉仕プロジェクトを最低でも 1 つはやってみよう」 

⇒丸岡ＲＣでは、いじめ対策事業、プラティープ財団支援事業があります。 

・「変化をもたらすプロジェクトとは」＝人々に働きかけ、地域に大きな影響力をもたら 

 すものでなくてはなりません。 

・ローターアクター（１８歳から３０歳）とインターアクター（１４歳から１８歳）の参 

 加を促しましょう。 

Ｐ７  平和と紛争予防/紛争解決月間 難民を知る 

２０１７年未時点で、紛争などで避難している難民・避難民の数は 5 年連続で増加し、

過去最高の 6850 万人（うち難民２５４０万人）を上回ったそうです。ロータリーでど

のようなことが出来るかを考えてみましょう。 

⇒持続可能な目標を持ち取り組んでいくことが大切。 

Ｐ３３ ＮＥＷ ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ・ニュージェネレーション 

＊背中で語れるような先輩に（インターアクター 正野 渚純 さん） 

笑顔で「はい、わかりました」「やりましょうか」と言った後の仕事の気持ちよさ

や効率の良さは、次の仕事へのエネルギーとなっています。 

＊私の奉仕と社会貢献 （ローテックス＝青少年交換学友  長尾 衣季子 さん） 

年金事務所に勤務し、受付でお客様がどのような相談でおとずれたのかを聞き取り、的確な窓口に案内して

います。ロータリーのプログラムで学んだ「奉仕の精神」で相談者に寄り添い、悩みに共感し、経験を積んで

います。 

≪横読み≫ 

Ｐ１８ 卓話の泉 

＊イラッときたら６秒待つ ・アンガーマネジメント 

アンガーマネジメントとは１９７０年代にアメリカで火事待った心理トレーニング 

です。怒らない自分を目指すのでなく、怒る必要のあることには上手に怒り、怒る 

必要のないことには怒らないことを目指します。怒りのピークは６秒と言われてい 

ます。 

私たちを怒らせるものは何か考えることも手法の一つです。実はその正体、私達

自身が心の中に持つ「～べき」という考え方「べき」は裏切られたときに怒りになり

ます。「べき」の許容範囲を考え、その境界線を広げる努力が大切です。 

立場の強い人ほどアンガーマネジメントが必要です。身近な対象ほど怒りが強くな

るのは、身近な人への甘えがあるからです。 

しかし、怒りはエネルギーにもなります。怒りが良質なものになるように、アンガ

ーマネジメントの実践で組織の活性化に繋げてください。 

Ｐ２２ ロータリーアットワーク 

＊子供を通じて 

今月は子供たちと交わる活動が多く見受けられます。子供

の活動を通して保護者同士が親しくなり会員増強につなが

ることもあります。出会いと縁を大切にしたいです。 

 

＜会員感想＞ 西出会員の卓話のテーマは会員増強と心でした。 

イラッときたら６秒待つ。なかなか難しいかもしれませんが、やれば出来るぞ！ロータリアン。イラ

ッときても先ずは一呼吸、相手の気持ちになって考えてみる心で会員増強に繋げていきたいもので

す。                                （文責 倉田 教信） 

 

『ロータリーの友（２月号）解説』         西出 智一 会員 

卓 話                       ２月１８日（月） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ２０１９～２０年度 

  国際ロータリーのテーマ 

 

 

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                    ２月１８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 

 2 月 18日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 15,000円 501,000円 1,378,500円 

ロータリー財団 15,000円 389,000円 

米山記念奨学会 14,000円 321,000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 

2/18 ３２ ２６ ５ ０ １ 83.87% 

【メーキャップ】 2/18～2/22 事務局受付分 

 2/11 地区社会奉仕委員長会議 林田千  

 2/9  地区財団補助金管理セミナー 松井 2/4分 

 2/19 福井南ＲＣ 下田 未定分 

  

＜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 

2/4 ３２ ２５ １ ５ １ 83.87% 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １３名 

林田会長 西出君 友解説ご苦労さまです。 

松井幹事 友の解説 西出会員ご苦労様です。 

釣部   西出会員 友解説御苦労様です。 

下田   西出さん 「友」解説ご苦労様です。 

林田恒正 西出さん！ ロータリーの友の解説ありがと

うございます。 

倉本   今年は雪がないので助かります。西出会員 ロ

ータリーの友の解説ご苦労様です。 

倉田   西出会員 卓話有難うございます。 

水﨑   西出さん 友の解説よろしくお願いします。 

柿木   西出さん 友の解説お願いします。 

     早退させていただきます。申し訳ありません。 

道木   西出君 友解説ご苦労です。 

川上   西出会員 友解説よろしくお願いします。 

竹澤   西出君 友解説よろしくお願いします。 

上屋敷  西出さん 友の解説よろしくお願いします。仕

事の為早退させていただきます。申し訳ありま

せん。 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １３名 
釣部 林田千之 下田 林田恒正 倉本 倉田 水﨑 

柿木 杉本   松井 道木   川上 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者  １３名 
釣部 林田千之 下田 林田恒正 倉本 倉田 水﨑 

柿木 杉本   松井 道木   川上 竹澤 


