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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 5/23 

大野 RC 水 6/26 

 

令和 元年 ５月２０日（月）第 1979回例会 

18：00 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 

表彰    べネファクター認証 松井 寛 会員 
      （恒久基金 1,000＄寄付） 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

なし 

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（５月号）解説」 

   西出 智一 会員 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

令和 元年 ６月 ３日（月）第 1981回例会 
祝事 

外部卓話 福井県総合福祉相談所 芝 様 

令和  元年 ６月１０日（月）第 1982回例会 
お疲れさん会 ＆ 新入会員歓迎会 場所：小松屋 

18:00～     受付開始 

18:30～     開会点鐘 

18:45        閉会点鐘 

18:50～     懇親会 

令和  元年 ６月１７日（月）第 1983回例会 
ロータリーの友（６月号）解説  担当：未定 

今年度活動報告会① 

ＳＡＡ（下田）   クラブ管理運営理事（杉本） 

公共イメージ   （林田恒正） 

会員増強・退会防止（奥村） 

奉仕プロジェクト （東角） 

令和  元年 ６月２４日（月）第 1984回例会 
今年度活動報告会② 

林田会長   松井幹事 

今後の例会予定  

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 

バス出発（丸岡支所前）１０：３０ 

お護摩祈祷  １１：３０～１２：００ 

 成田山福井別院 月間主管による祈祷 

ライブ開始  １２：０５～１２：３５ 

 土屋マミ＆トランペット★ヒーローズ  

開会 点鐘  １２：４５  

閉会 点鐘  １３：２５       

  懇 親 会  １３：３５～１５：００ 

次回の例会  

令和元年５月２０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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

皆さんこんばんは。平和元年の第 1 回目の例会になります。新元号にふさわしく、５人もの新

しい会員の方をお迎えして、このように嬉しい例会は久しぶりです。今日は例会内容が多いので

会長のあいさつは簡単にしておきます。新しい会員の方を皆さんで歓迎していただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

林田 千之 会長挨拶                         ５月１３日（月） 

新会員入会式                   ５月１３日（月）  

八百山 正栄（やおやま まさえ）会員 

1948（S23）年 5 月 30 日生 

有限会社 サポート観光（丸岡町西瓜屋）

代表取締役 

現住所：丸岡町霞町 

推薦者：松井会員 林田千之会員 

今回松井さんと娘婿のご縁で入会させていただきます。かかりつけ医の金先生もいらして、先生の方からも歓

迎しますとおっしゃっていただき、とても心強いです。今後とも末永くよろしくお願いします。 

前川 正智（まえがわ まさとも）会員 

1969（S44）年 12 月 16 日生 

前川ソーイング株式会社（丸岡町長崎）

代表取締役 

現住所：丸岡町石上 

推薦者：竹澤会員 前川徹会員 

父が生前大変お世話になりましてこの場をお借りしましてお礼申し上げます。ありがとうございます。竹澤さん

より過分なご紹介をいただきました。若輩者ですが、精一杯がんばりますので、よろしくお願いいたします。 

海道 佳秀（かいどう よしひで）会員 

1970（S45）年 5 月 21 日生 

有限会社 海道電機（丸岡町長畝） 

代表取締役 

現住所：丸岡町長畝 

推薦者：竹澤会員 三寺会員 

専務の鈴木さんが私の同級生と

いうことで、お誘いしました。八

百山さんは、女子フットサル福井

丸岡 RUCK チームの理事もされ

ており、社会貢献活動に造詣が深

い方とお見受けしました。 

前川君とは、よく飲みに行き仲良く

させていただいています。とてもし

っかりした人間です。入会していた

だき、私も肩の荷がおりました。 

子供を通じて一緒に活動してきまし

た。とても前向きな方で、色々な問題

にも解決にむけて取り組んでいらっ

しゃいます。ロータリー活動でも大き

な戦力になられることと思います。 

青年会議所を卒業後、ＰＴＡ活動に携わりました。もっと地域のために役に立ちたいと思ってるところにちょう

どお話をいただきました。至らない点とかあると思いますが皆さんにいろいろ教えていただきたいと思います

のでよろしくお願いします 

竹吉 睦（たけよし むつみ）会員 

1958（S33）年 3 月 11 日生 

福井県立丸岡高校（丸岡町篠岡）教諭 

   元福井県立坂井高等学校 校長 

現住所：丸岡町北横地 

推薦者：林田千之会員 東角会員 

同級生がクラブに３人いらっしゃい

ます。また、皆さんも校長先生として

よくご存じかと思います。即戦力とし

てご活躍いただけるものと存じます。 

３年間ほど定員割れの丸岡高校を改革できないかと昨年の４月から丸岡高校で再任用という形で、お仕事させ

て頂いております。①地域に開かれた学校として市民公開講座を開く②小中学校との連携を強める③地域に活

躍できる部活動を作る。と三つの提案が受け入れられ、今年から地域協働部という部活動ができました。 

地域を愛する気持ち、地域の発展を願う気持ちは、人後に落ちないと考えております。微力ではございますがど

うぞ皆様よろしくお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 勤務先の住所、仕事の内容などを含む自己紹介 

② ２人１組でタイとタコに分か

れ手を叩き合うゲーム 

③ いじめの定義 「児童生徒に

対して、当該児童生徒が在籍する

学校に在籍している等当該児童生

徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的

な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童生

徒が心身の苦痛を感じているもの」 

④ いじめの実態 小中高とも、前年度より増加していることや、「いじめをした」「いじめを受けた」割合が両方

とも９割ある、またその内容は、「からかい・悪口」62.3％ 「軽く叩く」21.1％ 「仲間外し」14.％ 

⑤ いじめの力動 ・異質な者を排除しようという力・同質性が高いグループの中で、飽和状態になると表れる

「はずす」力・意図した心理的攻撃そして外されないための自己防衛→同調圧力となっていく 

⑥ 今どきの思春期のことば 「イツメン」「ぼっち」「便所飯」「スクールカースト」など紹介 

⑦ いじめの４層構造理論 被害者、加害者、観衆、傍観者 

⑧ ネットいじめの諸相 ・いじめを写真や動画で撮影し、ネット上に公開してグループ内での誹謗中傷（ＬＩ

ＮＥ等）・グループから外す→伝播して、孤立化・ネット上（掲示板・ブログ・プロフ等）で誹謗中傷を公開・

「なりすまし」「チェーンメール」による誹謗中傷 

⑨ リアル（現実）のいじめとネットいじめ ネットいじめは犯罪にもなる例をいくつか説明 

⑩ ネットいじめ予防対策 ・ルールを一緒に作る・保護者との協力関係は不可欠・コミュニケーション力を育

てる・相談しやすい雰囲気を作っておくことが大事 

⑪ いじめのサインの見抜き方 表情や態度、声の調子、言葉の内容など最後に、一番大事なこととして、家族

が日ごろからコミュニケーションを取っておくこと、何かあったときには家族が支えること、学校、専門の所に

家族一緒に相談することなどを挙げ、時間の関係で資料が最後まで説明できなかったお詫びとともに、残りの資

料も参考にしてください と締めくくられました。 

＜会員感想＞短い時間ではありましたが、いじめの現状やその内容がよくわかりました。また、この問題を社会

全体で真剣に取り組んでいかなければならないことを、再認識いたしました。  （文責 杉本 政昭） 

 

５月度祝事 

 

外部卓話                      ５月１３日（月） 

『いじめの心理とその対応について』 

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 氏 

中村 宗玄（なかむら そうげん）会員 

1965（S40）年 5 月 30 日生 

社会福祉法人 和愛福祉会 わっか保育園 

（丸岡町愛宕）理事長 

現住所：丸岡町女形谷 

推薦者：東角会員 水﨑会員 

真言宗 御室派 直乗院のご住職です。

保育園も経営されており地域に貢献

されていらっしゃる方です。 

何度か例会にうかがっていますが、敷居が高い会だなぁと感じておりました。まち協など、地域の為の活動を

しております。地域について思い入れは深く、大切に思っております。皆様のお力をお借りして仲良くやって

いきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。 

会 員 誕 生 日 

5/15 林田數一会員 70 

5/21 海道会員   49 

5/22 林田恒正会員 80 

5/30 八百山会員  71 

5/30 中村会員   54 

  

結 婚 記 念 日 

5/1  南会員     5/23 小見山会員 

5/20  松井会員    5/25 柿木会員 

 

会 員 夫 人 誕 生 日 

5/21 前川正智 会員夫人 有紀様 

5/25  西出 会員夫人     ゆみ様 



 

 

【報告事項】    

①７月～４月 会計報告 

②山中ＲＣとの合同例会決算 

③次年度クラブ委員会組織について 

委員会報告                    ５月１３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 

 5 月 13日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 31,000円 690,000円 1,642,500円 

ロータリー財団 15,000円 497,000円 

米山記念奨学会 13,000円 413,000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 

5/13 ３５ ２８ ６ ０ ０ 80.00% 

【メーキャップ】 5/13～5/19 事務局受付分 

  なし  

 ＜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 

4/25 ３０ ２１ ６ ３ ０ 90.00% 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １９名 

林田会長 令和元年第 1 回目の例会に新会員５名の皆様

を迎えて嬉しいです。 

松井幹事 令和元年最初の例会に５人の新会員の方をお

迎えすることができ大変うれしいです。 

中島   ５人の新入会員を迎えて 

南    令和元年、新入会員の皆様入会おめでとうござ

います。ロータリーの目的を理解し、把握して

奉仕活動に邁進してください。期待します。 

山岸   八百山、前川、海道、竹吉、中村各氏の入会を

祝して！ 

小見山  新年元号令和の時代を迎え、５月の良き日に

共々結ばれ感謝し、また新入会の皆様方の入会

を祝し。今後共どうぞよろしく。 

林田數一 誕生日を自祝し、又新しい会員を迎えまして。 

北    ５名の新入会員の皆様ご入会おめでとうござ

います。 

下田   新入会員を歓迎して。荒木直則様 卓話ありが

とうございます。 

金    ５人の新しい仲間を歓迎します。 

林田恒正 会員誕生日を自祝して。 

山下   ５名の皆さん入会おめでとうございます。 

東角   新入会員の皆様ようこそ丸岡 RC へ。 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １１名 
林田千之 林田數一 下田 金 林田恒正 山下 東角 

倉本   倉田   松井 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者  １０名 
林田千之 林田數一 下田 金 林田恒正 山下 

倉本   倉田   松井 竹澤 

 

丸岡ロータリークラブ 
会員数：３５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 

倉本   令和元年最初の例会です。新入会員の皆様方 おめでとう

ございます。 

倉田   八百山正栄さん前川正智さん海道佳秀さん竹吉睦さん中

村宗玄さん 入会お目出とうございます。 

三寺   ようこそロータリーへ。皆さんと活動できること嬉しく思

います。 

前川徹  ５人の新入会員の皆様おめでとうございます。 

川上   ゴルフ同好会皆様昨日はおつかれ様でした。倉本会員優勝

おめでとうございます。 

竹澤   新入会員の皆様 どうぞよろしくお願いします。荒木様 

本日の卓話よろしくお願いします。 

 

日  時 内  容 

6/3（月） 

祝事 

外部卓話 福井県総合福祉相談所 

芝様 「児童虐待について」（仮） 

6/10（月） 
お疲れさん会＆新入会員歓迎会 

 18：00開会点鐘 小松屋にて 

6/17（月） 
ロータリーの友（６月号）解説 

今年度活動報告 ① 

6/24（月） 今年度活動報告 ② 

 

第１１回 理事会 議事録            ５月１３日（月）  

【協議事項】    
①６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：6/3 卓話者：児童相談所所長が異動。福井県総合福祉相
談所芝氏へ依頼。卓話内容：児童虐待について（仮）  

②6/10お疲れさん会＆新会員歓迎会について  
【杉本ｸﾗﾌﾞ管理運営理事】全会一致で承認 

③2019年度決議審議会提出決議案承認ついて 【林田会長】 
①～④について審議し、クラブとして投票する。 
⇒決議案・当クラブの投票内容について詳しくは、事務局まで。 

④現クラブ会長章（会長バッチ）の購入について  【松井幹事】 
全会一致で承認 

⑤論語クリアファイル配布事業について  【瀬野青少年奉仕委員長】 
論語が書かれたクリアファイル５００部作成し丸岡町内の小学校に
配布する。対象は６年生を対象とする。 
三寺：もっと印刷部数を増やしたらどうか？ 
東角：事業計画継続できたらいのではないか。 
会長：これらの意見を踏まえ、次年度理事会で十分協議して下さい。 
本計画承認 

 

６月プログラム 


