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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 8/6,27 9/24 

福井西 RC 金 6/28 7/26 8/9  

福井東 RC 月 8/5 

福井あじさい RC 金 6/28 7/5,26 8/9,23,30 

三国 RC 金 6/28  

武生府中 RC 火 6/27 

大野 RC 水 6/26 

 

令和  元年 ７月８日（月）第 1986回例会 

表敬訪問 三国ＲＣ会長、幹事 

クラブアッセンブリー 

「新年度事業計画発表 ２回目」 

①杉本   奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門委員長 ４分間 

②竹澤   職業奉仕委員長     ４分間 

③三寺   社会奉仕委員長     ４分間 

④西出   国際奉仕委員長     ４分間 

⑤林田恒正 青少年奉仕委員長    ４分間 

⑥松井   ロータリー基金委員長  ４分間 

「公式訪問に向けて」 

小林和美ガバナー補佐より質疑 

令和 元年 ７月１５日（月）祝日の為 休会 

令和 元年 ７月２２日（月）第 1987回例会 

理事役員披露会＆新入会員歓迎会 小松屋にて 

18：00～受付 
18：30～開会点鐘  例会 
18：45～懇親会＆歓迎会 

令和 元年 ７月２９日（月）第 1988回例会 

外部卓話 「ＳＤＧｓとは」 

 鯖江市役所 めがねのまちさばえ戦略課 

 女性活躍推進グループリーダー 仲倉由記様 

今後の例会予定  

令和  元年 ７月１日（月）第 1985回例会 

新旧会長、幹事バッチ交換式・入会式・祝事 

クラブアッセンブリー「新年度事業計画発表①」 

①東角   会長          ５分間 

②竹内   幹事          ３分間 

③水﨑   会計          ４分間 

④柿木   クラブ管理運営理事   ４分間 

⑤上屋敷  公共イメージ理事    ４分間 

⑥瀬野   会員増強退会防止理事  ４分間  

 

次回の例会  

令和元年６月２４日発行 

丸岡ロータリークラブ会報 

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 

令和 元年 ６月２４日（月）第 1984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 次年度 ＲＬＩ研修会パートⅠの案内 

7/28(日) 京都文教学園にて 

  ② 次年度 会員増強・公共ｲﾒｰｼﾞ向上ｾﾐﾅｰ案内 

7/20(土) 滋賀県立芸術劇場びわ湖ﾎｰﾙにて 

    ③ 2019年決議審議会提出議案決定の報告 

  ④ 次年度青少年交換担当委員長会議の案内

7/21(日) キャンパスプラザ京都にて  

委員会報告 

① 例会出席報告 

19：30  卓話 

「論語ファイル配布事業」について 

青少年奉仕委員会 瀬野友伸委員長 

19：35  クラブアッセンブリー 

今年度活動報告会② 

ロータリー基金 （竹澤） 

林田会長 

松井幹事 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  



 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんばんは。今日のお客様は、木村昌弘ガバナー補佐でいらっしゃいます。 

今年度残すところ、本日を含めて２回ですので、寂しい限りです。今日は、以前より話を

しておりますロータリークラブの委員会や運営についての最後の話になります。 

まずは、【ロータリー基金委員会】についてです。ロータリー財団は、世界中のロータリア

ンが誰でも容易に参加できる国際奉仕のプログラムとして、国際ロータリーが直営する機

構であります。即ちロータリアンの篤志寄付を集めて財団をつくり、これを運用して海外

に留学生らを送り出し、これら若人が善意使節として活動し、民間の理解と友好関係を増 

することを目的としております。ロータリー財団の仕事はおおむね次の５つに分かれます。（１）財団促進（２）

教育補助金（３）研究グループ交換（４）特別補助金（５）財団学友  であって、地区の財団委員会には、これが

各小委員会となっています。（１）財団推進について 資金獲得が仕事です。まず新人会員があった時、1 名につい

て１００＄を寄付することになっています。またニコニコボックスに準じた「財団ボックス」は、財団記念日（１

１月１５日を含む１週間）の臨時拠出等いろいろ工夫が必要です。また大口寄付者の為にポールハリスフェローと

いう栄典もあります。（２）教育補助金について（イ）専門的訓練補助金（ロ）大学院奨学金（ハ）大学課程奨学金

（二）心身障碍者教育の教師 （ホ）ジャーナリスト教育の補助金の５種類があります。各位地区は毎年これらの

うち、１種目を選んで１名の海外留学生、ただし寄付額の多い地区からは追加奨学生を増員できる特典が規定され

ております。（３）研究グループ交換について 地区内の優秀な実業成年５名を選び、これらをガバナー代理のロ

ータリアン１名が引率して４週間～６週間の期間、海外視察を行うプログラムです。交換組合せはＲＩで指示され

ます。（４）特別補助金について クラブまたは地区が経費の一部を負担し、教育的慈善的目的で海外派遣を行う

場合に補助金を出します。（５）財団学友について かつての財団補助金を受けた青年の消息を明らかにしておき

この人々の経験を有効に利用することを目的とした活動をします。【米山記念奨学会】については、これは東京ロ

ータリークラブの事業として発足したもので日本ロータリーの創始者、米山梅吉さんの業績を記念してアジア各国

からの在日留学生に奨学金を供与する制度です。次に【クラブの会計】についてです。クラブの会費は、クラブの

運営費であって奉仕のお金は含まれておりません。これはあらゆるクラブ組織の通則で、クラブ活動に参加すると

きはその都度参加会員が支払うことはゴルフクラブ等でご承知のことと思います。年間の会費と入会金（丸岡ロー

タリークラブは現在はありません）は細則によって定めておりますが、これは全く運営費であって、クラブ活動で

ある奉仕事業のお金はその都度会員が自発的に出すべき性質のものであります。奉仕部門間の予算は奉仕活動の調

査費、研究費、事務費であって、この中から奉仕の実体である寄付金や施設費を出そうというのは無理であり、ま

た誤っております。こうしたお金はその都度会員から拠出してもらうのがクラブのやり方というものです。 

・社会奉仕は、一番お金がかかります。これは本予算に組まず「ニコニコボックス」の拠金をこれに充当するよう

指導されているのはこの主旨によるものであります。元来は、その都度会員に出してもらうべきですが、その煩わ

しさを避ける意味と沸き上がった善意を無駄にせぬようにとプールするのがニコニコボックスであります。会費さ

え払っていればよい、あとは人任せという会員が出てきますが、これでは多少の奉仕にはなっても、「奉仕の理想」

にはなりません。ロータリークラブは単年度決算です。単年度決算とは、各会計年度の経費はその年度の歳入をも

って支払わなければならないとする考え方。公会計における予算・決算制度の基本原則。会計年度独立の原則。具

体的には年度の予算は年度前に歳入、歳出の予算をたてるため、前年度の決算の剰余金は特別基金となる。なお、

特別基金は理事の承認を得て執行できます。 

林田 千之 会長挨拶                          ６月１７日（月） 

ご挨拶 木村昌弘ガバナー補佐            ６月１７日（月） 

丸岡クラブさんは、会長さんと共にクラブの在り方を熱心に勉強されており、敬服いたしており

ます。貴クラブ所属の林田恒正氏の後任のガバナー補佐の任期も今年度限りということになりまし

た。補佐をしたそれぞれの年度のガバナーは若く、よく勉強される方々にてついていくのがやっと

でしてが、個人的には、身になりましたので、今後ロータリーのためにそしてクラブの活動に尽く

していこうと思っております。ありがとうございました。 



 

＜横書き＞ｐ8～15  広報のあり方と今後の対応 

ｐ31   パズルでロータリー 答：カムリーバンク 

(ポールハリスの住んでいた家の名前) 

ｐ28   世界のポリオデーイベント 

＜縦書き＞ｐ4～8  プロサッカー選手から学ぶ、 

ロータリーでの個の在り方 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓 話                       ６月１７日（月） 

『ロータリーの友（６月号）解説』  上屋敷貴紀 会員 

クラブフォーラム  今年度活動報告会①           ６月１７日（月） 

下田ＳＡＡ  例会が和やかにまた、秩序あるように気を配り、設営・監督した。 

例会中の私語が減少した。早退の事前連絡の徹底し、携帯電話のマナーモード設定への呼びかけ、

また、来賓・ビジターに失礼無きよう心がけた。 

杉本クラブ管理運営理事  プログラム委員会では、例会時にロータリーの友解説や魅力ある講師

の卓話を開催できた。親睦活動・ソング・規定審議委員会では、計画通りに概ね活動できた。出席

委員会・ニコニコ箱委員会では、皆出席者数が例年より多かったのが大変良かった。出席はロータ

リーの原点であるということを再認識し、それに連動してニコニコ箱の金額が増えるようになれば 

ますますクラブの活動が、活発になると思う。 

林田公共イメージ理事  公共イメージは、雑誌広報ＩＴ委員会と会報委員会に分かれている。雑

誌広報ＩＴ委員会では、①スタディツアーTV 番組制作②ロータリーの友解説③HP・PC 環境の保

全に取り組んだ。会報委員会では、①写真、イラストをふんだんに使いかなり見やすくなった。②

卓話編集回数が均等になるように配慮した。③卓話者の原稿入手に努力した。④すべての卓話に感

想を添えることが出来た。等会報作成をした。 

以上のように、両委員会が協力して丸岡ロータリークラブの公共イメージ向上に努めた。委員会活動としては、一

応の努力成果を得た。報道関係連携がもう少し必要だった。公共イメージの向上を図るため、報道関係を含め一般

市民への広報の充実に努めてほしい。 

奥村会員増強退会防止理事（代理：前川会員） 会員増強退会防止委員会では、JC の OB や知人

を頼りに会員増強に努め、６人もの入会があったことは評価してもらえるが、2 年目、3 年目の若

い会員の退会を防止できなかったのが残念である。新入会員６名のうち５名が年度終盤の入会であ

ったため、今年度の活動に十分参加することができなかった。できるだけ、年度当初に入会できる 

ような計画を立てるべきだった。会員増強は会全体の課題である。会員相互の情報を交換し合い、会員一人一人が

会員増強の意識を持つことが必要である。「新入会員候補者一覧」の補充、追加などを行い、有効に活用してもら

いたい。職業分類・会員選考委員会では、職業分類は、新しく「バス事業」「学園経営」の分類が増えた。ロータ

リー情報委員会では、新入会員に対し、「新入会員オリエンテーション」を開催し、ロータリーの目的・活動内容・

組織等の講義を行った。「出席率向上に向けた会員アンケート」を製作し、アンケートを実施し、クラブフォーラ

ム開催に向けた準備を行った。当年度は「新入会員オリエンテーション」を 2 回開催。フォーラムを開催する予定

であったが、諸般の事情で開催できなかった。アンケートやクラブフォーラムを開催することができず、会員の要

望や問題点等を聞き出す機会がなく、また地区やＲＩの情報を発信することがなかった。会員が地区やＲＩの動向

を知ることや、クラブの活動、運営規約答に対し、問題意識を共有し、より早い改善を図り、チームワークを結束

するために、クラブフォーラムを年に数回開催するよう心掛けたい。「名誉会員」の認定に関する弾力的運用もし

くは細則等の改定を進言したい。 

＜会員感想＞ 楽しい卓話ありがと

うございました。（文責 倉田 教信） 



 

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 

委員会報告                    ６月１７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 

 6 月 17日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 16,000円 737,000円 1,722,000円 

ロータリー財団 12,000円 539,000円 

米山記念奨学会 10,000円 450,000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 

6/17 ３５ ２４ ８ １ ２ 72.72% 

【メーキャップ】 6/17～6/21 事務局受付分 

  6/17  福井東ＲＣ 柿木 倉田 6/17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 

6/3 ３５ ３０ ０ ５ ０ 85.71% 

6/10 ３５ ３３ ０ ２ ０ 94.29% 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １１名 

＜お客様＞ガバナー補佐 木村昌弘様 

当年度をもってガバナー補佐の３年の任期を終

えることになりました。３年間に亘りご理解と

ご協力の程、誠にありがとうございました。ま

た、後任の小林和美氏（水仙ＲＣ）へのご支援

もよろしくお願いいたします。 

林田会長 木村さんいろいろお世話になりました。各委員

長さんご苦労様でした。 

松井幹事 友の解説 上屋敷会員ご苦労様です。木村様お

世話になりました。 

釣部   木村さんクラブアッセンブリーご苦労様です。 

下田   ガバナー補佐木村昌弘様ようこそ。本年もお世

話になりました。上屋敷さん「友」解説ご苦労

様です。 

東角   木村ガバナー補佐様 長年に亘って当クラブ

をご支援頂きありがとうございました。 

倉本   ガバナー補佐木村様 本日は御苦労さまです。

上屋敷会員ロータリー友解説ありがとうござ

います。 

◆ロータリー財団◆   寄付者   ９名 
釣部 林田千之 北 下田 倉本 水﨑 杉本 松井 

竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者   ８名 
釣部 林田千之 北 下田 倉本 水﨑 松井 竹澤 

水﨑  木村ガバナー補佐様 ようこそ、よろしくご指導願います。 

杉本  本日活動報告いたします。１年間ご協力ありがとうございまし

た。 

前川徹 創立４０周年記念誌発行、記念誌部会の皆さんお疲れ様でした。 

竹澤  上屋敷さん 友解説よろしくお願いします。 

東角奉仕プロジェクト理事 職業奉仕委員会 福井県工業科チャレンジロボコン 協賛その後、例

会で見学もした。就職模擬面接会（集団面接）地区職業奉仕講演会へ参加。職場訪問 清川メッキ

工業株式会社様。就職模擬面接会では、学生の緊張感、初々しさが感じられ、自分が初心に帰り襟

を正さなければならないと感じた。職場訪問では、福井の身近なところでこんな素晴らしい技術が 

あることに感激し、また社員教育などいかしていきたい。反省点は、委員会での話し合いが少なかった。職業奉仕

の事業と言えば、就職模擬面談、職場訪問が多いように思うが、職業奉仕という観点、視点から、今までとは違っ

た事業があってもいいのではと思います。社会奉仕委員会 イジメラインサイト制作を掲げた 坂井市教育委員会

（担当者：浅野先生）打診 丸岡中学校・丸岡南中学校・大関小学校・坂井市教育委員会との打合せをおこなった。

坂井市教育委員会や学校関係者のみで、進めて行くのは困難とし、いじめに対してクラブについて情報を共有する

必要があるとの会長はじめ理事からの指摘もあり、卓話にて勉強する機会をつくった。次年度以降は、PTA や市民

との連携をしながら、事業を進めていく。国際奉仕委員会 ①タイ国カンチャナブリスタディーツアー(４０周年

記念事業と兼ねる)丸岡高校生 5 名 坂井高校生 5 名 坂井高校教員 1 名 丸岡 RC5 名 ②GＧ事業における現地

ﾀｸﾜﾊﾟｰ RC のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ活動への支援。エンドセレモニーを終えた。２高校合同で行う初めての事業でしたが、準備

段階からオリエンテーションを行ったことにより、絆を深めて現地に行ったため、充実した事業になった。青少年

奉仕委員会 ウイングカップソフトボール大会への臨席・協賛、タイ・スタディーツアーの事前オリエンテーショ

ンの開催（国際奉仕委員会との合同事業）論語クリアファイルの作成及び配布 RYLA 事業への派遣 事前オリエ

ンテーションに関して、当初丸岡高校の合宿所にて一泊二日で実施する予定だったが、直前に学校側の都合で使用

できなくなり、宿泊無し 家庭科室での実施となった。その為、時間が足りなくなり、別日に坂井高校でも実施す

ることになった。論語クリアファイルに関して、第二弾、第三弾を発行したり、配布対象者を広げたり、展開可能

だと考えられるので、次年度以降も検討してもらいたい。 

 


