
 

 

  

 

  

福井 RC 木 12:00～12:30 8/29 ユアーズホテル 

福井あじさい RC 金 12:00～12:30 7/26  8/9,23,30 リバージュあけぼの 

福井東 RC 月 12:00～12:30 8/5 アオッサ 

福井北 RC 水 12:00～12:30 7/31 グランユアーズ 

福井南 RC 火 12:00～12:30 8/6,27  9/24 繊協ビル 

福井西 RC 金 12:00～12:30 7/26   8/9  バードグリーンホテル 

 

福井県内各ＲＣ ビジター受付のみ実施日 

「グローバル視野を持った 

持続可能な社会を目指し

た 

地域の先駆者になろう！」 

令和元年７月８日発行 

丸岡ロータリークラブ会報 

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 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 

 

次回の例会  

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 

令和 元年 ８月 ２日（金）第 1989回例会 

ガバナー公式訪問  ホスト：三国ＲＣ 

振替休会は、８月２６日（月）です 

今後の例会予定  

令和  元年 ７月 ８日（月）第 1986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 

来賓紹介   

会長挨拶   東角 操 会長 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

①国際ロータリー日本事務局より  

2019年 7月のレート 1ドル＝108円 

（ご参考：2019年 7月＝110円） 

  ②希望の風奨学金について 

    ③ロータリー全国囲碁大会案内状 

  ④日本ﾛｰﾀﾘｰ 100周年記念ﾋﾟﾝﾊﾞｯｼﾞ頒布について 

  ⑤米山奨学委員長会議の案内 

  ⑥第 1回社会奉仕委員長会議の案内 

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  クラブアッセンブリー 

「新年度事業計画発表 ２回目」 
①林田數一 ＳＡＡ         ３分間   
②杉本   奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門委員長 ４分間 
③竹澤   職業奉仕委員長     ４分間 
④三寺   社会奉仕委員長     ４分間 
⑤西出   国際奉仕委員長     ４分間 
⑥林田恒正 青少年奉仕委員長    ４分間 
⑦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 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  ＜クラブ協議会＞ 

第 2650地区 第 2グループガバナー補佐 

 小林 和美 様(福井水仙 RC) 

＜表敬訪問＞ 

山中ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長  日下
く さ か

 賢
けん

城
じょう

  様 

         幹事 吉本
よしもと

 龍
りょう

平
へい

  様 

三国ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長 藤井
ふ じ い

 俊
しゅん

哉
や

  様 

         幹事 豊田
と よ た

 真
ま

寿
す

美
み

 様 

 



 

  

バッチ交換 新旧会長・幹事             ７月１日（月） 

               ７月６日（水）  開催  

皆さんこんにちは、丸岡ロータリー第４３代会長を務めさせていただきます東角です。 

ロータリーにかける情熱家である林田大先輩から重い重い伝統のバトンを引き継ぐには、あ

まりにも未熟な私ですが精一杯一年間やっていこうと思います。 

今まで、青年会議所の福井ブロックの会長、県議会議員など数々の役職を経験してきました。

なろうと思ってやってきたことは 1 度もありません。すべて与えられた使命と考え、行動して

きました。今回も与えられた使命を全うし、少しでもより良い社会を築いていく為に努めてい

きたいと思います。みさなさんのご指導ご鞭撻ご協力を賜りますよう伏してお願い申し上げて

挨拶とさせていただきます。 

東角 操 会長挨拶                           ７月１日（月） 

新会員入会式                    ７月１日（月） 

 南 勝文（みなみ かつふみ）会員 

1972（S47）年 12 月 1 日生 

丸岡板金塗装（丸岡町北横地）代表 

現住所：丸岡町北横地 

推薦者：瀬野会員 三寺会員 

 

商工会議所で一緒に活動していました。

ロードレースの事業を復活させる際に

活躍された方で、非常に熱意がありま

す。丸岡ロータリークラブでも力を発揮

してくれる事と思いますので、皆さん仲

良く、よろしくお願いします。 

またゴルフがとても上手です(^^)/ 
車の板金塗装に加え、車検と販売も手掛けています。商工会青年部の時の先輩がたくさんいらっしゃるのでとて

も心強いです。皆様のご指導の下、頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。 

今年度地区委員会  林田千之会員 

 ロータリー情報委員会 

             副委員長 

林田數一会員 

青少年育成委員会 委員 

委嘱状授与    ７月１日（月） 

会 員 誕 生 日 

7/4  奥村会員 76 

7/31 金 会員 66 

 

７月度祝事 

会 員 夫 人 誕 生 日 

7/18   小見山会員夫人 民恵様 

7/25  瀬野会員夫人  早苗様 

 

今年度の記念品はシューズ

ポリッシュセットです。 
ご夫人へ 

京友禅ハンカ

チセットです。 



 

  
 

新年度方針発表 ①                 ７月１日（月） 

◎クラブテーマ「グローバル視野を持った持続可能な社会を目指した地域の先駆者になろう！」 

ロータリーとは、人間としての正しい道を職業人として、社会人として生きていくための大人の学び

の場だと思います。そして、今より良い社会、世界をつくるためになる活動を率先して、行うべきと

考えます。私たちの未来は、誰にもわかりません。しかし、こういった世界になったらとか、しなけ

ればならないという夢や指針はあります。2015年 9月 25日に国連で採択された持続可能な開発目標

（ＳＤＧｓ）のような方針がグローバルスタンダード化されようとしています。私たちロータリーメ

ンバーは、そのために、バックキャスト的手法で、今、どういった行動をすればいいかを常に考える

必要があると思います。 

また、地域のリーダーとして、環境や社会の持続可能性に対応する倫理的視点を持った経済活動をするべきと考え

ます。＝最もよく奉仕する者は最も多く報いられる＝ 

◎ ２０１９－２０２０年度 会長方針と運営方針 

１.例会と委員会活動の充実 全員参加の例会を目指す。 

・第一週の例会日は、委員会の日として、例会時にグループ別（いくつかの委員会のかたまり）に分かれ委員会を

行い活性化させる。４つのグループ（19時 30分以降 場所を変えてもよい。） 

・第二週、第三週の例会日は、新入会員卓話及び委員会ごとの卓話とする。（委員会毎の卓話は、事業計画の発表

や課題などをテーマにする）  ・第四週・第五週の例会日は、外部卓話とする。 

２．他団体とパートナーシップを組んで奉仕活動を推進する。 

・青年会議所、ＰＴＡ、高校他地域団体との共催事業を行う。 

３．地域づくりの先駆者としての課題解決向けて行動する。 

・子供のいじめという社会問題を広く、地域の人に知ってもらい地域の方と解決策を探る。 

・「地域の高校の取り組み」を地域の人に知ってもらう機会をつくる。 

・お見合いパーティーの推進    ・ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の推進 

４．海外のパートナークラブや団体との連携を深め、海外の貧困にあえぐ子供達に未来への灯りをともす活動の推

進と共にお互いのスキルアップを図る 

・消防ポンプ自動車の寄贈     

・日本の高校生たちをタイのスラムの子供たちの自立更生施設 

にスタディツアーとして派遣する。（4年目） 

丸岡高校との共催事業 

５．クラブ定款細則の見直しと合理的なクラブ運営の推進 

・委員会の統合を行い、組織のスリム化を図る。 

６．新入会員の増強と退会防止 

・新入会員を 3名増やす。 

・親睦委員会と会員増強・退会防止委員会の一体化した活動を行い、退会防止・会員拡大を図る。 

 幹事という大変責任の重い役職を務めさせていただくことになりまして、1 年間よろしくお願いいたし

ます。会長のサポートをしながらクラブ運営全体を見渡し、事務局との密な連携、そして各委員会や地

区事務所、他クラブとの折衝などに滞りがないようスムーズに会の運営設営に心掛けていきたいと思い

ます。まだまだの知識も経験も浅く右往左往しながらの活動になると思いますが、幹事職を通じてロー

タリーを学んでいきたいと思いますので 1 年間よろしくお願いいたします 

東角会長 

竹内幹事 

明朗な会計に努めて参りたいと思います。当クラブの予算は全部で 850 万程です。そのうち地区や国際

ロータリーの本部からの分担金の負担が１５０万程度あります。また、約 188 万円が四大奉仕活動に充

てられ、これはニコニコでの寄付金が原資です。会費と一緒にあらかじめ特別奉仕寄付金として、いた

だいておりますが、例会のたびにニコニコ箱は募ります。四大奉仕の委員会活動が一番華やかで一番の

ポイントだと思いますので、どうぞニコニコ箱への寄付をお願いいたします。 水﨑会計 

プログラム委員会では、躍動するようなクラブになるような例会プログラムの企画、運営をする。また、

例会において委員会活動の充実を図り、全員参加の例会を目指す。第一週の例会日は、委員会の日とし

て、例会時にグループ別に分かれ委員会を行う。第二週、第三週の例会日は、新入会員卓話および委員

会ごとの卓話をする。第四週、第五週の例会日は、外部卓話とする。外部卓話において、SDGｓ（持続

可能な開発目標）について学び、ロータリーメンバーとしての活動を考える機会とする。 

出席委員会では、例会に出席する事がロータリアンの責務であると認識し、各自が出席率向上に努めて

頂く。メーキャップ（欠席補填）の有効期間が今年度より 1 年間有効（年度内）になったので、全員が

１００％の出席率を目標としたい。出席率１００％達成者には、会長より表彰状が授与されます。 

柿 木 ク
ラ ブ 管
理 運 営
理事 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丸岡ロータリークラブ 
会員数：３６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  

    （月）14時～18時（火～金）13時～17時  

TEL 0776-67-0410 FAX 0776-67－4811 E-mail webmaster@maruoka-rotary.com 
公共イメージ委員会 理事－上屋敷貴紀 会報委員会 委員長－倉田教信 副委員長－上屋敷貴紀 

委 員－八百山正栄 竹吉睦 中村宗玄 

規定審議委員会では、丸岡ロータリークラブの細則の一部を丸岡ロータリークラブに合ったものに改訂する。第２

条第１節、第２節、第１０条について検討し会員に諮る。 

ニコニコ箱委員会では、多くの会員が進んでニコニコ箱に寄付するように努力する。会費より 1,080,000 円（15,000

円✕2✕36 人）例会にて 800,000 円の計画です。 

ソング委員会では、毎月第一例会には「君が代・四つのテスト」を歌う。全会員が一体感が持てるよう合唱する。 

親睦活動委員会では、若い世代が増えてクラブが活気づいた一方、ベテラン世代とのギャップが顕著になり、お互

いのコミュニケーションが不足しがちです。ロータリークラブの良さをより多く理解しているベテラン世代と若い

世代が例会や様々な活動を通じて、より活動が楽しくスムーズになるように委員会メンバーを中心に工夫していき

たいと思います。懇親会の在り方もより多くのメンバーに来ていただけるように、また話し合う機会が増すように

工夫していきたいと思います。 

      公共イメージは雑誌広報ＩＴ委員会と会報委員会の二つの委員会で構成をされています。公共イメージ

全体では、会長方針に基づいて丸岡ロータリークラブの sＳＤＧｓの作成を計画しています。それに基づ

いて広報活動を行っていきます。また、会報で会員間の情報共有をしていきます。丸岡ロータリークラブ 

ＳＤＧｓ の作成ということでまだ企画段階ですが、持続可能な達成目標なので、本年度だけで終わるも

のではなく中長期で達成可能な目標を作成できればと考えています。それから例年通りタイスタディツ

アー等寄附事業のメディアへのバックアップをします。また、会報の作成は、輪番制として取り組んでい

きます。 

 

上屋敷 
公共イ
メージ 

会員増強退会防止はロータリー情報委員会・会員増強退会防止委員会・職業分類会員選考委員会の３委員

会で構成されています。年度が変わったからといって大きく変えるべきではないと考えていますので諸

先輩方に相談しながら慎重に進めていきたいと思っています。ロータリー情報委員会は、広報委員会が対

外的であるのに対して体内的な宣伝普及機関であり、そして会員にロータリーの知識を授けるのは職務

であります。私の個人的な考えですが、会報委員会との相談の上で定款細則等に変更があった場合は是非

会報を有効活用したらと考えています。そして職業分類会員選考委員会は新入会員が入会して初めて活

躍できる委員会ですのでぜひ同じグループである会員増強退会防止委員会と連絡を取り合って活動して 

いきます。そして会員増強退会防止委員会では、私や経験の浅い会員でもロータリークラブって何と聞かれた時に

渡せるような簡単なリーフレットを作成します。これは予算を付けていませんが、最初は手作りで作成し、効果が

得られるようでしたら予算をつけてしっかりしたものにしたいと考えています。また、地区の会議に行きますと会

員増強については、例会の時間を変更したとか、服装の件など手法とか条件ばかりが議論されてるように思います。

是非一度再認識という意味で本質的な部分にも議論していきます。 

瀬野 
会員増
強退会
防止 

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 7 月 1 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 49,000円 49,000円 49,000円 

ロータリー財団 38,000円 38,000円 

米山記念奨学会 42,000円 42,000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 

7/1 ３６ ３１ ２ １ ２ 91.18% 

【メーキャップ】 7/2～7/5 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 

6/24 ３５ ２６ ０ ８ １ 76.47% 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  ２６名 

東角会長 今日から１年間よろしくお願いします。 

竹内幹事 皆様本年度１年 よろしくお願いいたします。 

東角会長・竹内幹事・役員の皆様 １年間御苦労さまです。 

新年度、宜しくお願い致します。 

南さんの入会を祝して。がんばってください。 

中島 南利明 林田千之 山岸 小見山 林田數一 

北 下田 金 奥村 林田恒正 山下 倉本 水﨑 

柿木 杉本 三寺 松井 前川徹 川上 竹澤 

岩田 竹吉 

南勝文  本日からお世話になります。 

委員会報告                     ７月１日（月） 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １６名 
林田千之 林田數一 下田 金 奥村 林田恒正 山下 

東角 水﨑 柿木 杉本 竹内 三寺 松井 川上 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者  １５名 
林田千之 林田數一 下田 金 奥村 林田恒正 山下 

東角 柿木 杉本 竹内 三寺 松井 川上 竹澤 


