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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 

敦賀西 RC 木 3/14,28 

 

平成３１年 ３月 ４日（月）第 1970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  ３月  会員誕生日 結婚記念日 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

① RI日本事務局経理室より 

2019年 3月 RIレートのお知らせ 

1ドル＝110円（ご参考：2月＝110円） 

  ② 19-20年度 地区財団資金推進委員会 

クラブ訪問について 

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  卓話 

 外部卓話 『 外から見た福井県の教育 』 

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 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

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」 

次回の例会  

平成３１年３月４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 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 

３月３１日 奈良にて 地区大会です。 

７時 丸岡支所前よりバスで出発 

当日の責任者は、竹内次年度幹事 

参加者 １２名 （会長幹事は、前日より参加） 



 

  

 

 本日は、グローバル補助金の事業終了の式典参加および国際ロータリーへの報告書を提

出するための資金の流れ等のチェックに東角会長エレクト、松井幹事、杉本会長ノミニー

がタイを訪問中です。今日の例会は出席する会員も少なく、寂しいです。 

 うれしい出来事がありました。今年の年賀状に、京福電車の丸岡線のイラストを描いて

送りました。東京の知人は、西長田の電車思い出すなぁと懐かしがり、京福に勤務してい

た方からの一度講演に来て欲しいとの依頼や、髙尾氏から称念寺を真ん中に描いてくれて

ありがとうと感謝されました。 

 さて、北河原公敬氏がガバナーの際に地区職業奉仕委員会講演会にて「ロータリーに菩薩の心を」というとても

よいお話をされました。私が会長の時にしか再度皆さんにお伝えすることはないかと思いますので、ぜひご熟読く

ださい。 

 次に、クラブ奉仕について＜その 3＞ということで【親睦活動委員会】についてお話致します。 

クラブ奉仕の各委員会はもちろんＳＡＡも「親睦から奉仕へ」の方向に向かって活動していますが、この委員会は

専門的かつ活動する使命も持っています。親睦活動の分野は大別して、下記となります。 

1.会員相互 会員は職業分類において平等であるという点を生かすよう、座席の配置に注意します。いつも自由席

にして放任しておきますと、親睦範囲が固定しますので「指定席」を励行します。即ち、生まれ月・イロハ順・委

員会別・入会順・年齢別その他配慮し工夫をして席を変化させます。特に新入会員の席については、在来会員との

ギャップを作らぬよう配慮が必要です。親睦は「一緒に仕事をする」ことです。クラブの行事には全員参加できる

ようしむけることです。 

2.来訪者 来訪者の受ける印象がクラブの価値を決定し、その町そのものまでが評価されます。 

3.他クラブとの親睦 近隣クラブとの合同のゴルフコンペ、花見会等なかなか良いものです。これによって交際範

囲が広まり、いろいろ刺激を受けて、ロータリーの楽しさを増加させます。これで、子女の良縁を得た例も少なく

ないそうです。 

4.家族を交えた親睦会 会員と共に合同家族会の催しは大きな親睦効果を上げます。それは、家族にロータリーを

理解させ、家族をロータリーファンにすることがロータリー活動に大切であるということです。 

林田 千之 会長挨拶                         ２月２５日（月） 

お知らせ                     ２月２５日（月）  

三寺社会奉仕委員長より  

2017-18年度（金会長年度）社会奉仕委員会（道木委員長）事業であります「バツ１婚活事

業」にて、また一組結婚が決まった方がいらっしゃいます。これで、３組のカップルが誕生しま

した。とても有意義な事業だったと自負しております。 

次年度 国際奉仕委員会事業でタイプラティープ財団を通して 

クロントイスラム街自衛消防団の為に寄贈する消防ポンプ自動車 

２/２６ プラティープ財団での打ち合わせ 



 

Ⅰタイ国との交流経過 

2014 消防自動車・中古自転車寄贈（クロントイ地区） 

2015 ３小学校へ浄水器設置（パンガー県の小学校） 

2016 高校生スタディーツアー 絵本贈呈（バーンターンナムチャイ孤児院） 

2017 高校生スタディーツアー（バーンターンナムチャイ孤児院） 

2018 クロントイ地区自衛消防団員の招聘 

高校生スタディーツアー（カンチャナブリ県 生き直しの学校）  

    基礎教育と識字率向上のプロジェクト （タクアパ RC とのマッチング事業） 

Ⅱプラティープ財団の活動 1 日１バーツ学校から出発 

①教育推進事業（おはなしキャラバン・教育里親制度）②スラム地域開発事業（信用組合、高齢者支援、幼稚園）

③人材育成事業（生き直しの学校）④緊急支援事業（クロントイ消防隊、津波プロジェクト） 

Ⅲクロントイ地区の自衛消防団の団員を丸岡へ招致して訓練研修 

 2018.3.23～3.31 嶺北丸岡消防署にて  アナン君とグローブ君 

Ⅳ帰国後の彼らの活動 

で、活動を報告してくる ◎火事現場へ出動 

 ◎消火活動の体制整備（防災無線、スラム街に分団所設置） 

 ◎予防のための訓練 

Ⅴ広がる活動の輪 

 ◎消防本部と分団の設置（団員の常駐 無線設置） 

◎町中に消火器を設置（消火器の使い方指導訓練） 

課題 人は多くいるが道具が少ない（はしご、脚立、ホース、消火器） 

街中に消火器設置、照明が必要 火災の要因を無くす活動（漏電防止 たこ足配線 消火器使用の啓蒙） 

Ⅵ高校生のスタディーツアー 

バーンターナムチャイ孤児院や小学校訪問（パンガー県） 

生き直しの学校（カンチャナブリ県） 交流活動 子供たちを激励、日本文化の紹介、 

 ★高校生たちが得るものが大きい たくましく生きる人々、格差の大きい社会、奉仕する生き方 

Ⅶ今後の国際交流の方向 

5 年間の活動の成果の上に  (プラティープ財団が窓口、多面的な活動） 

 ◎消防活動の支援 (消防グッズの支援・指導）◎高校生のスタディーツアー (生き直しの学校、孤児院） 

  ◎基礎教育と識字率向上のプロジェクト (グローバル補助金） 

Ⅷ交流を支える人たち 

 

 

 

 

 

＜会員感想＞ この事業では水﨑会員自らも現地へ行った経験があり、強い思い入れが窺える卓話でした。 

（文責 倉田 教信） 

タイ バンコククロントイスラム街消防隊員 消防活動の記録   水﨑 亮博 会員 

卓 話                       ２月２５日（月） 

プラティープ

さん夫妻 

ラバダンさん 

プラティープ財団 国際部長 

ミンブン君 

タクアパロータリー

クラブ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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２５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 25日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 10,000円 511,000円 1,388,500円 

ロータリー財団 8,000 円 397,000円 

米山記念奨学会 9,000 円 330,000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 

2/25 ３２ １８ １２ ０ ２ 60.00% 

【メーキャップ】 2/25～3/1 事務局受付分 

 2/28 福井水仙ＲＣ 金 2/18分 

 2/25 タクアパＲＣ 東角 杉本 松井 2/25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 

2/18 ３２ ２５ １ ５ １ 83.87% 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者   ９名 

林田会長 水﨑先生 卓話ご苦労様です。 

金    今日は青空素晴らしい一日でした。 

林田恒正 水﨑さん！ 卓話ご苦労様です。 

倉本   水﨑先生 本日は卓話ありがとうございます。 

倉田   水﨑会員 「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～」

卓話ありがとうございます。 

水﨑   卓話させてもらいます。 

柿木   水﨑先生 卓話大変ご苦労様です。 

竹澤   水﨑先生 本日の卓話よろしくお願いします。 

西出   水﨑先生 卓話宜しくお願い致します。 

◆ロータリー財団◆   寄付者   ７名 
林田千之 金 林田恒正 倉本 倉田 水﨑 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者   ７名 
中島 林田千之 金 林田恒正 倉本 倉田 竹澤 

 

グローバル補助金事業について  杉本会員 ＣＬＯＳＩＮＧ ＣＥＲＥＭＯＮＹ 報告      

３年前の山下年度から始まったＧＧ事業が概ね

終了することから、クロージングセレモニーが２

月２５日タクアパＲＣ例会場にて行なわれ関係者

ら約５０人が出席しました。 

セレモニーは午後 1時から、タイ国歌斉唱、 

君が代斉唱で開会しました。タクアパＲＣニワン 

会長が開会の言葉を述べた後、来賓で 3330地区 

パストガバナーのウイチャイ氏、ＴＷＡ代表者が 

祝辞を述べました。続いて丸岡ＲＣ参加者３人の紹介、対象となった学校長、タクアパＲ

Ｃメンバーの紹介と進んだ後、東角会員が祝辞に加えこれまでの経緯、そしてこれからの 

展望を述べました。引き続き各学校、学校長へ修了証の授与、モニターを使っての成果発表があり、タクアパＲＣ

プラサート会員の閉会の言葉で式典が終了しました。その後、東角会員が総評、学校長への質疑応答などがあり、

最後に全員で写真撮影をして午後５時２０分に全て終了しました。 

東角会員が祝辞の最後に言った言葉「教育は 1日にしてならず」がタクアパＲＣメ

ンバーには理解できなかったらしく、日本との交流が深いウイチャイ氏が意味を説

明している光景が 

あり、滞りなく終 

えようとしている 

ＧＧ事業への安堵 

感をなぜか強く感 

じました。 

タクアパＲＣ 

プラサート会員 

タクアパＲＣ 

ニワン会長 

3330 地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ 

ウイチャイ氏 


