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ビジター受付のみ  12：00～12：30 
福井 RC 木 4/11,18 6/27 

福井南 RC 火 4/9 6/25 

福井西 RC 金 4/12,26 6/28 

福井東 RC 月 4/8 

福井あじさい RC 金 4/12 6/28 

三国 RC 金 5/10,24,31 6/28  

武生 RC 火 4/16 

敦賀西 RC 木 4/11 

大野 RC 水 4/10,24 5/1 6/26 

 

平成３１年 ４月 ８日（月）第 1975回例会 

19：00 開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「奉仕の理想」 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 地区大会ご出席の御礼 

  ② クラブ職業奉仕活動レポート提出 願い 

③ 米山奨学会より 絆 in モンゴルのお誘い 

④ 2019-20年度 地区委員会 計画について 

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 

 「ロータリーの友（４月号）解説」 

  上屋敷貴紀 会員 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

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  

                  講師：顔学インストラクター 

            前田紘一氏   

19:40～     懇親会 

平成３１年 ４月２９日（月）祝日の為休会 

令和 元年 ５月 ６日（月）祝日の為休会 

令和 元年 ５月１３日（月）第 1978回例会 
祝辞 

外部卓話 福井県教育総合研究所  

     教育相談センター教育相談課 

     課長 荒木直則 様 

「いじめ相談の現場からの報告」（仮） 

令和 元年 ５月２０日（月）第 1979回例会 
ロータリーの友（５月号）解説  担当者未定 

令和 元年 ５月２７日（月）振替にて休会 
        ↓ 
令和 元年 ５月２４日（金）第 1980回例会 
三国ＲＣとの合同例会 場所：成田山九頭竜寺 

今後の例会予定  

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 

次回の例会  

平成３１年４月８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 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 



  

      会長 齊藤重一様  合同例会のご案内 

5 月 24 日（金）に、成田山 九頭竜寺にて開催を予定しております。 

成田山でお護摩祈祷、お寺でジャズライブ他、景品付きカラオケ大会など企画してお待ちしておりま

す。アルコールも準備しております。どうぞご参加お願いします。 

               （※懇親会プログラム詳細は後日お知らせします）  

 本日は４月１日で新元号が発表されまして「令和」となりおめでたい日に例会となり

ました。今日は、三国ロータリークラブより６名の会員にお越しいただきました。丸岡

ロータリークラブを賑やかにしていただきありがとうございます。 

 昨日の地区大会には、１０名の出席を賜りありがとうございました。地区大会では、

真言宗長谷寺の太鼓とお経が披露されまして、感動致しました。帰路は、京滋バイパス、

迂回した名神高速、北陸道でも事故がありましたが、何とか無事に帰宅致しました。 

 また、先週の卓話のお礼挨拶のなかで、「戦前生まれの私たちは、いじめの報道されてい

るようなことを不思議に思います。」と申し上げたのが、言葉足らずで、誤解があったよう 

です。私もいじめられていた経験がありますが、何とか立ち向かって自身で解決してきました。「戦前生まれの私達

にはなかった」という意味ではなく、今のように自殺する子供はいなかったように感じます。 

 次に、クラブ奉仕について＜その８＞ということで【ロータリー情報委員会】（３年委員会と言われていました）

についてお話致します。 

・ロータリー情報とはロータリーに関する知識あるいはルールという意味です。必ずしもニュースとは限りません。

したがってこの委員会は、会員にロータリアンとしての必要な知識を授けるのが任務であります。広報委員会が対

外的であるのとは対照的に、全く対内的の宣伝普及機関であります。教えるためには、まず自分が知らねばならず、

従って学ばなくてはなりません。そのためこの委員は、クラブ内のベテランから選ばれ、勉強家で理論派が向いてい

ます。この委員会が３年委員制をとっているのは継続的な勉強が必要であることを示すのものです。 

・特にクラブで現行の定款細則に精通していることです。ただし、細則は絶えず多少の変更があるはずですから毎

年改訂したものをよく承知してください。 

・この委員会の日常活動は毎例会に３分間情報を流します。定款細則の解説やガバナー月信・ＲＩ（ロータリーイン

ターナショナル=国際ロータリー）ニュース・その他のロータリー文献を摘録して報告などを致します。 

・地区大会・ＩＭ（インターシティミーティング＝県単位の会員大会）等に新会員を出席させるのもこの委員会の役

目であります。 

・ロータリー情報委員会の重要な仕事に新人会員の教育および同化という問題があります。これは例会後、特別学

級を組んで話すのもよし、また爐辺会談（囲炉裏会談）を開いて十分に時間をかけて討論するのも一層有効でです。 

林田  千之 会長挨拶                           ４月１日（月） 

第１１回  理事会  議事録               ４月１日（月）  

【協議事項】    

①５月例会プログラムについて 【杉本クラブ管理運営理事】 

全会一致で承認  

＜林田恒正理事より＞６月に児童相談所の職員に卓話を依頼 

してはどうか。 

②新入会員・退会会員について 【奥村会員増強退会防止理事】 

・宮谷会員の退会を承認 

・八百山正栄氏・前川正智氏・海道佳秀氏 ３名の入会を承認 

  →4/2 付 会員に告知 

③次年度会長方針について   【東角会長エレクト】 

次年度理事会へ持ち越し 

日  時 内  容 

5/6（月） 祝日の為 休会 

5/13（月） 

祝事 

外部卓話 教育相談センター 

課長 荒木直則様 

「いじめの相談の現場からの報告」 

5/20（月） 
ロータリーの友（５月号）解説 

担当：未定 

5/24（金） 三国 RC合同例会 ホスト：三国 RC 

 

５月プログラム 

お客様  三国ロータリークラブ                    ４月１日（月） 



 

本日は「自己紹介」という形で、私自身のお話をさせて頂きたいと思います。 

出身は丸岡で昭和５９年３月８日生まれです。姉と兄がいて３人兄弟の末っ子で

す。みどり幼稚園から平章小学校に入学しました。３歳からピアノを習っていたこ

ともあって音楽が大好きな子供でした。当時の平章小学校では朝礼や式典で児童が

ピアノ伴奏をしていたので、入学式や卒業式で在校生の代表としてピアノ伴奏をし

ました。中学校は丸岡中学校に入学し吹奏楽部に入部しました。トランペットを担

当して、２年生の時には部長をさせてもらいました。中学卒業後は、北陸高校に入

学しました。部活動はせず、思い出と言えば毎日友達と遊んでいたことしか記憶にありません。眉毛も細く、ルー

ズソックスに短いスカートといったいわゆるギャル世代だったので、私もそのような格好でよく学校に通っていま

した。今思うとよくあのような格好ができたなと思いますが、よい思い出でもあります。 

中学生の頃からファッションが大好きで高校になり、ますますおしゃれをするのが好きになったので、卒業後は

東京の美容学校に入学しました。その頃から「アルビオン」という化粧品メーカーのスキンケアやコスメの大愛用

者になり、ビューティーアドバイザーになりたい！！と思うようになりました。他メーカーの入社試験は一切受け

ずアルビオンのみ受けたところ、見事合格しました。化粧品メーカー「株式会社アルビオン」に入社しました。 

(株)アルビオンは高級化粧品メーカーで全国に従業員３，０００名ほどで支店は１８支店あります。私は金沢支店

福井エリアに配属となりました。教育のアルビオンと言われるほど日本一厳しい化粧品メーカーだったので入社す

ぐは東京での本社教育でたくさん叱られました。今ではいい思い出になっています。入社７年目でアルビオンコス

メブランド「エレガンス」の金沢支店専任講師

になり、北陸３県のお客様と美容部員に新製品

発売のプロモーションセミナー店頭活動の提案

やメイク指導を主にして、このブランドの顔に

もなる仕事は大きな自信になりました。その後

は、３年間福井エリアのブロックチーフとして

福井全店の店頭活動のフォローをしつつ、福井

県の美容部員の指導を務めました。月に１度は東京や金沢に行っていたので、たくさんの出会いもありました。ト

ータル１３年で退社したのですが、人生の１/３をアルビオンで過ごしたので、私の仕事の原点であり、何より今の

仕事のヒントをたくさん与えてくれた大好きな会社です。今でもヘビーユーザーになっています。全く飲食店での

経験はなかったのですが、美容部員で学んだ接客経験を生かして、退社後「クイーンズ グロウ」というラウンジ

のオーナーママとしてお店をリニューアルオープンさせる事ができました。 

「クイーンズ グロウ」というラウンジは、丸岡の東陽にございます。創業２０年で私は４代目オーナーママに

なります。客席は４０席で日曜が定休日です。スタッフは在籍女性が１５名、男性１名の従業員になります。一人

一人が主役でいられる現場づくりをしています。丸岡という土地はアットホームなところがすごくいいと思ってい

ますので、そこに華やかさをプラスした空間を作れるよう努力しています。以前の仕事で、美容部員の心得といっ

た美容部訓があり、その中でもいつも心に思っているものがあります。 

＜ 一、私はプロです。 一、私の挑戦者は私自身です。＞ 

この二つはいつも心に思いながら仕事の軸にしつつ、素敵なお店作りへと日々努力しています。 

 ロータリークラブではたくさんの経験と共に自分自身がレベルアップができたらと思っています。 

本日はご静聴誠にありがとうございました。 

＜会員感想＞最後はお店の宣伝も兼ねワインに多く含まれるポリフェノールが紫外線除去・防止に良いと教えて頂

きました。皆さんもたまにはお店に顔を出してワインを一杯いかが。。。。。（文責 倉田 教信） 

新入会員卓話                      ４月１日（月）  

『自己紹介』 岩田美雪会員 （2019.1.7入会） 

            ＱＵＥＥＮＳ ｇＲＯＷ（丸岡町東陽） 代表 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

丸岡ロータリークラブ 
会員数：３０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 

委員会報告                      ４月１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 

 4 月 1 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 45,000円 639,000円 1,531,500円 

ロータリー財団 15,000円 474,000円 

米山記念奨学会 12,000円 390,000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 

4/1 ３０ ２２ ７ ０ ２ 75.86% 

【メーキャップ】 4/1～4/5 事務局受付分 

 3/31  地区大会  出席者10名  

 4/4  福井水仙RC 金 4/15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 

3/25 ３１ ２２ ０ ７ ２ 75.86% 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  ２３名 

お客様  三国 RC 会長 齊藤重一様 

今日はメーキャップと丸岡クラブさんとの合

同例会のお願いに来ました。いつもいつもあ

りがとうございます。 

林田会長 地区大会出席ご苦労様です。今日は岩田さん期

待しています。 

松井幹事 三国 RC 会長はじめみなさまようこそ。岩田さ

ん卓話ありがとうございます。 

中島   妻の誕生日、また結婚記念日を祝って。 

南    誕生日を自祝して。 

釣部   新元号令和きまりました。おめでとう。岩田会

員卓話ご苦労様です。 

林田數一 結婚記念日と妻の誕生日を自祝して。 

北    結婚記念日を自祝して。岩田会員卓話ごくろう

様です。 

下田   岩田さん卓話ご苦労様です。三国 RC 様ようこ

そ。 

奥村   岩田会員 卓話ガンバレ！ 

林田恒正 妻の誕生日を自祝して。昨日の地区大会林田会

長のお陰で順調に帰れました。ありがとうござ

います。 

山下   令和と決まった記念の日に岩田さん卓話よろ

しくお願いします。 

東角   結婚記念日を自祝して。 

倉本   新元号は令和です。若者の希望に満ちた時代と

なることを願います。 

 

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

水﨑 柿木   杉本 松井   道木 竹澤 

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

杉本 松井   道木 竹澤 

倉田  岩田会員 卓話期待しています。よろしくお願いします。 

水﨑  岩田さん 卓話頑張ってください。 

柿木  岩田さん 卓話ありがとうございます。 

三国 RC の皆様ようこそ。 

杉本  岩田様 本日卓話よろしくお願いします。 

三国 RC のみなさまようこそ！ 

竹内  岩田会員 本日の卓話よろしくお願いします。 

道木  岩田さん 卓話よろしくお願いします。 

瀬野  岩田会員 卓話よろしくお願いします。 

竹澤  岩田さん 本日の卓話よろしくお願いします。 

誕生日を自祝して。 

岩田  本日卓話させて頂きます。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

４月度祝事 

 

会 員 誕 生 日 

4/16 竹澤会員  52 

4/17 西出会員  40 

4/25  上屋敷会員 38 

4/28 南会員   82 

   

会 員 夫 人 誕 生 日 

4/2   中島 会員夫人   栄子様 

4/5   林田恒正 会員夫人 喜代美様 

4/10  林田數一 会員夫人 千恵美様 

4/27  青池 会員夫人   美津紀様 

結 婚 記 念 日 

4/3  林田數一会員 

4/5  道木会員    

4/8  北 会員  

4/20   中島会員 

4/25   東角会員 


