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ビジター受付のみ  12：00～12：30 
福井 RC 木 6/27 

福井南 RC 火 6/25 

福井西 RC 金 6/28 

福井東 RC 月 6/17 

福井あじさい RC 金 6/28 

三国 RC 金 5/24,31 6/28  

武生府中 RC 火 6/27 

敦賀西 RC 木 5/16,23 

大野 RC 水 6/26 

 

令和 元年 ５月１３日（月）第 1978回例会 

18：00 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 

入 会 式  八百山
や お や ま

正栄
ま さ え

 会員   前川
まえがわ

 正智
まさとも

 会員 

海道
かいどう

 佳
よし

秀
ひで

 会員  竹
たけ

吉
よし

 睦
むつみ

  会員 

中村
なかむら

 宗
そう

玄
げん

 会員 

祝  事  ５月  会員誕生日  結婚記念日 

         夫人誕生日 

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 5月 RIレート 1ドル＝112円 

（ご参考：2019年 4月＝110円） 

② 次年度 10月米山月間卓話希望日について 

③ 次年度新世代育成基金補助金 申請について 

≪他クラブより≫ 

① 第 162回福井県下 RC会長・幹事会議事録 

（ホストクラブ：福井 RCより） 

② 福井西 RC 創立４０周年記念式典参加お礼 

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  外部卓話 

 「いじめ相談の現場からの報告」 

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
あ ら き

直則
なおのり

 様 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

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 

バス出発（丸岡支所前）１０：３０ 

お護摩祈祷  １１：３０ 

受   付  １２：００～  

例会 開会  １２：３０  

例会 閉会  １３：００       

  懇 親 会  １３：００～１４：３０ 

お寺でジャズライブ他、 

景品付きカラオケ大会など 

今後の例会予定  

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  西出智一会員 

次回の例会  

令和元年５月１３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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月は母子の健康月間です。 

こんばんは。本日は朝から「雨」の中を「楽しい遊び」を山中ＲＣとの皆さ

んとしてきました。遠いところをお越しいただき誠にありがとうございます。 

今日のお客様は、ご講演をいただく顔学インストラクターの前田紘一様で

す。以前前田様のお話をうかがう機会がありとてもおもしろかったので、ぜひ

皆さんにもお聞かせしたいと講演会を企画しました。前田様のお話をお聞き

してから私は、人の顔をじっくり見るようになり、なるほど顔のつくりは、大

切だなぁと感じて顔つきを変えるようにしています。 

 次に、最近の丸岡ＲＣの例会でクラブの組織についての内容を勉強しても

らっており、本日は、山中ＲＣの皆さんも一緒にお聞きいただけたらと思いま

す。今回は奉仕プロジェクト【職業奉仕委員会】についてお話致します。 

・職業奉仕は、ロータリーの全看板といわれます。それは、他の団体にない奉仕分野であり、いつでも誰でも出来

るもので、いわばロータリアンの生活の規範をなすものだからです。職業奉仕は「職業を通じて社会に奉仕する」

と定義されていますが、職業そのもので奉仕すると解すべきであります。従って、利潤を追求する、即ち職業の中

に育まれるものでなければなりません。無料奉仕や極端な割引行為等は職業奉仕に入りません。これはむしろ職業

に関係した社会奉仕とみるべきでありましょう。職業奉仕委員会は会員に職業奉仕をしてもらうための指導・激励

の機関であります。 

・職業は実は人間が社会生活を営む為に必要な分業を分担することであり、その報

酬として利潤が与えられるのであります。そこで当然のこととして責任と誇りが

生まれてきます。職業奉仕の理念はまさにここにあります。ＲＩ５０周年度の会長

ハーバート J．テーラーが提唱した「四つのテスト」はこの責任と誇りを堅持する

ためのチェックポイントを示したものであります。職業奉仕こそはロータリアン

の基本的生活態度であると言えます。この意味において、「四つのテスト」は我ら

の瞬時も忽
いるか

せに出来ぬ座右の銘であります。従ってこれが普及と活用の推進を図 

るのは職業奉仕委員会の重要な任務となります。また、委員会の仕事は社内的でロータリアンの修練が主でありま 

すが、もちろん、外部へ向かっての活動もあり

ます。自分の事業所の従業員、同業者、進んで

は地域の一般業者に向かっても職業奉仕の理

想を普及する責任があります。委員会はそのた

めの施策を考えて頂きます。 

忽
いるか

せに……おろそかなさま、 

いい加減であるさま 

林田  千之 会長挨拶                          ４月２５日（木） 

西  俊夫 山中ＲＣ会長挨拶                    ４月２５日（木） 

 皆さんこんばんは。今日はこのような楽しみいっぱいの合同例会にお招き

いただきありがとうございます。毎回楽しい企画をいただき、感謝でいっぱい

です。また、４０周年の式典にも招待いただきました。おもてなしをいただき

ましてありがとうございました。４０周年の今年、丸岡ＲＣ様は充実した一年

をお過ごしのことと思います。今年度が成功裡に終わりますことを祈念致し

ます。 

 またゴルフコンペでは、右にいったり左にいったりの私を優しくサポート

下さった松井さん、山下さん本当にありがとうございました。楽しく過ごすこ

とができました。 

 

 



４月は母子の健康月間です。それにともない、ＲＩ会長のコメントもそれに沿ったお話になっています。 

美容師は顔を見て髪型を考える。前田氏は日華化学で化粧品の開発

に関わり、デミ化粧品を立ち上げた。また、日本顔学会の会員でもあ

る。顔学会はモナリザの顔を動かすソフトを作った東京大学名誉教

授、原島博氏が設立したものである。顔学個性美容研究所を開講し顔

学インストラクターの呼称で元気顔つくり、元気メイクの指導を行

う。顔学（かおがく）とは 顔にある情報を探り、分析して顔の持っ

ている力を探り学ぼうというもので、美容師である立場で「顔学」「個

性美学」そして「笑顔の大切さ」またその効用を伝えている。 

●丹田に力を入れて顔を作る 

人間の顔の形は８種類ある。裏があるから８×７で５６種類にもなる。丹田（たんでん：へその少し下のところ

で、下腹の内部にあり、気力が集まるとされる所）に力を入れて顔を作ることができる。アゴと腰は神経が同じ

で、ものを考える神経、感情を豊かにする神経がある。腰に近い丹田に力を入れることで、りりしい顔つきにな

る。顔は彦（ひと）の頁（ページ）である。顔は、その人のことが全部書かれているのである。 

●顔の三分法 

＜額～眉＞知性を表す部分である。おでこを広げると品格がある。武士は頭頂部

だけきれいに剃った月代（さかやき）で品格を表し、ちょんまげの高さで位が付け

られた。また、眉一つで顔は変る。化粧は眉しだいである。女は田宅（でんたく：

眉と目の間）が広いとお金がたまる。男は太さで馬力が分かるのである。 

＜目～鼻＞感情を表す部分である。アイメークをたくさんする人は、自分を見て

ほしいと思っている。鼻はまっすぐかどうか。鼻と脊椎は同じ方向に曲がっている

のである。放火魔は１００％ちくのうである。 

＜口～顎（あご）＞口元と顎は意志力を表す部分である。顔がきれいに見えるのは、顎を引いて口角を１ミリ上

げて、腹を締めると品格のある顔になる。 

●顔と姿勢を美しく 

花嫁の化粧は眉を短く丸く、アイシャドーは縦に

入れて、紅は上唇は小さく下唇は受け口で。とても

かわいく美しく見える。手を後ろに引く歩き方。肩

甲骨で歩く、座るときは肩甲骨を引いて座る。美し

い姿勢である。 

＜会員感想＞「顔と態度と言葉が一緒に歩いていくと最近つくづく思う」との言葉で締めくくってくださいまし

た。美しい顔、元気な顔、美しい姿勢、心地よい言葉が、健全な心、健康な体の表れなのでしょう。 

（文責 前川 徹） 

 

 

 

 

 

合同例会記念講演会                 ４月２５日（木）  

『顔って何だ！』  顔学インストラクター  前田 紘一 氏 

  昭和１９年生まれ 美容師 日本顔学会会員 

  顔と個性、コミュニケーション、顔の秘密を探る研究 

懇親会                        ４月２５日（木）  

西俊夫山中ＲＣ会長の 

ご発声にて、乾杯 

林田千之会長より挨拶 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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２５日（木）  

◆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 25日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 0 円 659,000円 1,611,500円 

ロータリー財団 0 円 482,000円 

米山記念奨学会 0 円 400,000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 

4/25 ３０ ２１ ９ ０ ０ 70.00% 

【メーキャップ】 4/25～5/10 事務局受付分 

 4/26  福井西RC 柿木 未定分    5/9  福井RC 水﨑 5/13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 

4/8 ３０ ２３ ２ ３ ２ 89.29% 

4/15 ３０ ２１ ２ ６ １ 79.31% 

 

福井カントリークラブで開催されたゴルフコンペの表彰 順位に従ってそれぞれに林田会長

より景品授与がありました。参加された会員の皆様お疲れ様でした(#^.^#) 

団体戦は丸岡ＲＣの勝ち 

山中ＲＣ 

日下会長エレクトによる 

一本締め 

東角会長エレクト 

閉会の挨拶 

大きな輪ができ

ました(^^)/ 

手に手つないで 

 


