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

福井南 RC 火 4/2,9 

福井西 RC 金 3/29 

福井北 RC 水 4/3 

福井東 RC 月 4/1,8 

福井あじさい RC 金 4/12 6/28 

三国 RC 金 3/29 

武生 RC 火 4/2,16 

敦賀西 RC 木 3/28 

 

平成３１年 ３月２５日（月）第 1973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 2018-19年度「中途入会者（1/2～3/31） 

分担金 支払い願い 

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 

 「いじめ問題に関する 

坂井市の取り組みについて」 

坂井市教育委員会 学校教育課 

指導主事 浅野 正樹 様 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

平成３１年 ４月 ８日（月）第 1975回例会 
ロータリーの友（４月号）解説  担当者未定 

平成３１年 ４月１５日（月）第 1976回例会 
職場訪問 清川メッキ工業株式会社様 

11：30     丸岡支所前より バス乗車 

12：00～13：00 例会（食事があります） 

13：00～14：30 見学 

14：30～    バスで丸岡へ戻る 

平成３１年 ４月２２日（月）振替にて休会 
        ↓ 
平成３１年 ４月２５日（木）第 1977回例会 
山中ＲＣとの合同例会  場所：小松屋 

17:30～     受付開始 

18:00～     開会点鐘 

18:15        閉会点鐘 

18:15～19:15   記念講演会  ＜未定＞ 

19:40～     懇親会 

平成３１年 ４月２９日（月）祝日の為休会 

平成３１年 ５月 ６日（月）祝日の為休会 

今後の例会予定  

平成３１年 ４月 １日（月）第 1974回例会 
祝事 

新入会員卓話 『自己紹介』 

岩田 美雪 会員 

次回の例会  

平成３１年３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 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3FW elAossa 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３ Ｆ

鯖　 江・ 鯖江商工会館３ Ｆ
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 



  

 いじめの事業をしていく為、色々な資料を探している中で、戦後のすぐの日本の状況

を考えているうちに、ふと歌を思い出しました。昭和２２年から放送されたラジオドラ

マ「鐘のなる丘」の主題歌である『とんがり帽子』です。（皆で合唱しました） 

「♪緑の丘の 赤い屋根 ♪とんがり帽子の 時計台 

♪鐘が鳴ります キンコンカン 

♪メイメイ小山羊も ないてます 

♪風がそよそよ 丘の上 

♪黄色いお窓は おいらの家よ」 

戦災孤児を収容する家の歌ですが、非常に明るい歌で 

す。現代の恵まれた子供たちには想像もつかないことかと思います。 

次に、クラブ奉仕について＜その６＞ということで【公共イメージ委員会（会報委員会・雑誌広報ＩＴ委員会）】

についてお話致します。 

＜会報＞ 

・クラブ会報の使命は、と言えば記録と情報と親睦促進ということになります。 

・特に例会記録の保存はクラブの歴史になるばかりでなく、欠席者への便宜となり、また他クラブとの連絡親睦に

も役立ちます。また次の例会行事の予告にも利用できます。 

・これらの目的の為に主として週報が利用されます。これは、月報・季報より楽に出せます。 

・週報では連絡を、月報・季報では、卓話や親睦の内容を伝えます。 

・例会でお互いに知り合う面は限定されますが、月報・季報で会員の趣味や過去の貴重な経験を発掘して知り合う

ことが一段と親睦を深めます。 

＜広報＞ 

・一方、広報委員会は、外部の人また地域社会にロータリーを理解させるための委員会と考えてよいと思います。

地域社会はロータリーをどう見ているか、残念ながらあまり理解されず、むしろ曲解されています。金持ちの昼

食会（丸岡ロータリークラブも４年前まで）というのが一般的批評のようです。そう思われるには理由がありま

す。それはロータリークラブというものは、極めて閉鎖的な仕組みの団体だからです。現在は緩和されてきまし

たが、会に非常な制約があったからです。 

・それではどう宣伝すればよいか。「ロータリーの奉仕活動の実態」をみてもらうことにあります。クラブあるい

はロータリアンが地域に奉仕をした場合、これを大いに宣伝してください。小さなことだからと遠慮するのは、

日本人の悪い癖です。いろいろな機会にロータリーを説明し理解させるのが広報委員会の仕事ではないかと思い

ます。そのためには、報道関係の人々と親睦を重ねておく必要があります。定期的に懇談会を持つことが有益で

しょう。 

※私がよくお願いした報道関係に福井新聞丸岡販売店が発行している丸岡地区のミニコミ誌があります。 

＜雑誌＞ 

・「友」は、全会員が購読しています。「購」は確かですが、「読」の方はどうでしょうか？友の編集長はじめ編集

委員は、衆知を集めて編集に骨折っています。どうか、有効に利用したいものと思います。そこで、雑誌委員会

は、全会員に割り当てをして、 

①毎月「友のニュース」という予告編が参りますから、例会でこれを報告します。 

②本誌が配布されたら、例会で興味ある部分を解説してください。現状ではおそらく精 読する人は５分の

１、パラパラ読む人５分の 1、全く目を通さない人５分の３というところです。委員は、「奨める」ばかりで

はなく、会員を指名し確実に解説してもらい、それを全会員で共有し聞いてもらうよう手配する役目があり

ます。 

③「友」に関するアンケートを募って関心をもってもらうこともよいでしょう。 

林田  千之 会長挨拶                          ３月１８日（月） 



 

〇 RI 会長メッセージ（P3） 

・ローターアクトへの溢れる想い。 

〇 特集 水と衛生月間（P7～13） 

・「湯水のごとく使う」という表現は 

日本ゆえに。 

・きれいな水プロジェクト 

 タイへの浄水器設置。 

タイは当クラブでも何かと縁がある地域。 

・ミャンマー 雨水貯水タンクを設置。 

・ 災害時、水は止まる ～東日本大震災～。 

災害時の断水に備えるプロジェクト。 

○ 会員増強・維持に挑む（P14〜17） 

・ 相手の情報収集（ニーズの堀出し）→その内容に合致する活動内容の提供 

→入会へ誘導。 

・ ツイッターやフェイスブックなどのＳＮＳを利用して写真や文章で宣伝。 

・ ロータリアンを例会に招く、ロータリーの例会に参加。 

若者を例会に参加させてはどうか。 

・ 近くに県立大学や福井大学医学部キャンパスがあるので、RAC を作ることは

可能ではないか。 

・ 若い世代は義理や人情ではなく、メリットがないと入会しない。 

○ 心は共に 東日本大震災（P28～33） 

・ ３月になると東日本大震災の話題

が取り上げるが、被災者にとっては

今でも苦しんでいる。 

・ 2018 年 7 月 浪江 RC 7 年 7 ヶ月

ぶりに以前の会場にて例会開催。 

○ 地球の明日を考える  

水の SDGs（P4～） 

・ SDGs(Sustainable Development Goals) 2015 年 9 月国連サミット採択。外務省、JC、ガールスカウト、大

企業など、あらゆる組織の事業の軸に据えられている。 

・ 災害に備えて、公共の設備とは独立した上下水道設備とサニタリー設備の整備が必要。 

坂井市はどうなのか？ 

 

＜会員感想＞「水」と「震災」が編集者の伝え

たかった隠れたテーマであった。普段はあまり

気にする事がないので気付かされた。 

（文責 瀬野友伸） 

 

 

 

卓  話                        ３月１８日（月）  

『ロータリーの友（３月号）解説』       瀬野 友伸 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                      ３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 

 3 月 18日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 15,000円 573,000円 1,465,500円 

ロータリー財団 11,000円 448,000円 

米山記念奨学会 12,000円 368,000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 

3/18 ３１ ２３ ７ ０ １ 76.67% 

【メーキャップ】 3/18～3/22 事務局受付分 

 3/18  福井東RC 柿木 3/18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 

3/11 ３１ ２３ ２ ４ ２ 86.21% 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １１名 

林田会長 瀬野君 ロータリーの友の解説よろしくお願

いします。 

松井幹事 瀬野会員 友の解説ご苦労様です。 

下田   瀬野さん 「友」解説ご苦労様です。 

金    瀬野さん 「友」の紹介を宜しく。 

奥村   瀬野会員 友解説よろしく。 

倉本   瀬野会員 本日はロータリー友の解説ごくろ

う様です。 

水﨑   瀬野さん 友の解説お願いします。 

道木   瀬野会員 ロータリーの友解説ご苦労様です。 

瀬野   娘の高校合格を祝して。本日の友の説明よろし

くお願いします。 

川上   ゴルフ同好会皆様 昨日はお疲れ様でした。ま

た、釣部会員優勝おめでとうございます。 

竹澤   瀬野君 友解説よろしくお願いします。 

◆ロータリー財団◆   寄付者   ８名 
林田千之 下田 金 水﨑 松井 道木 川上 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者   ９名 
中島 林田千之 下田 金 水﨑 松井 道木 

川上 竹澤 

前川会員増強退会防止委員長より  

本日、委員会を開催しました。 

会員の皆様からの推薦のあった入会候補者の方々から何人かにお会いする約束をしています。

ぜひ入会へ繋げて参りたいと思います。 

皆様もご紹介いただける方をぜひご連絡ください。ご協力よろしくお願い致します。 

準備の都合がありますので、〆切厳守で、お返事お願いします。 

① 名刺作成の有無   ３/２５〆切  

② ４/１５ 清川メッキ工業株式会社様 へ 職場訪問  出欠  ３/２５〆切 

    自家用車で行かれる（丸岡支所からのバス乗車なし）の方 事務局迄ご連絡ください。 

    後日、集合場所・時間等ご連絡します。 

③ ４/２５ 山中ロータリークラブ合同例会 出欠   ４/１〆切   


