
 

 

  

 

  

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 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 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２９日 

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 ８月 ２日（金）第 1989回例会 

ガバナー公式訪問  三国観光ホテルにて 

振替休会は、８月２６日（月）です 

11：00～12：00 丸岡ＲＣ役員・理事懇談会 

 12：30～13：30  例会 

 13：30～13：40 記念撮影 

 13：40～14：40 三国ＲＣ役員・理事懇談会 

次回の例会  

令和 元年 ８月 ５日（月）第 1990回例会 

祝事 

委員会の日（グループ毎） 

令和 元年 ８月１２日（月）祝日の為 休会 

令和 元年 ８月１９日（月）第 1991回例会 

就職模擬面接会  福井県立坂井高等学校にて 

13：00～13：20 例 会   食事はありません 

13：30～15：30 模擬面接 

      

今後の例会予定  

令和  元年 ７月２９日（月）第 1988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   東角 操 会長 

ＩＭ案内  敦賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ  IM実行委員会 委員 
南  雅継（みなみ まさつぐ）様 

      村上智昭（むらかみ ちあき）様 

表  彰  米山記念奨学会 米山功労者 
第 17回 下田重道会員 
第 2 回 倉田教信会員  
第 1 回 竹澤俊彦会員 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

①希望の風奨学金（2018-19年寄付分）感謝状 

  ②「青少年プログラムボランティア申込書」の 

取り扱いについて 

    ③ローターアクト会員候補者推薦のお願い 

  ④2019-20年度 地区補助金の交付について 

 タイ国スラム街の防災環境向上プロジェクト 

交付予定金額 ： 6,696ドル 

  ⑤2019-20年度 「新会員セミナー」開催案内 

10/19福井県下ＩＭ第 6組開催午前中 

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 

「ＳＤＧｓとは」 

鯖江市役所 政策経営部 

めがねのまちさばえ戦略課 

女性活躍推進グループ 参事 仲倉由紀 様 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

★スタディツアー  タイ国カンチャナブリ県 
８月２２日（木）～８月２７日（火） 

 参加者：東角会長、西出国際奉仕委員長、 

下田会員、水﨑会員、杉本会員 

丸岡高校生９名 教諭２名 

★消防自動車寄贈式 タイ国バンコク市 
８月３０日（金）～９月２日（火） 

 参加者：東角会長、松井会員 



 

  
クラブ協議会のためにガバナー補佐の小林和美様、お忙しい中丸岡までお越しいただきまし

てありがとうございます。また親戚付き合いをしていただいている山中ロータリークラブ日下

会長様 吉本幹事様 三国ロータリークラブ藤井会長様 豊田幹事様 ようこそお越しくださ

いました。７月２日に１３００年の歴史のある山中温泉を本拠地としてクラブ活動している山

中ロータリークラブさんに表敬訪問させていただきました。早く到着しましたので、会場の河

鹿荘ホテルの横の皆さんもご存じの「あやとり橋」を竹内幹事と二人で渡ってまいりました。

雨の後だったこともあり、滝にはたくさんの水が流れていました。川床に座ってコーヒーを飲 

み、ほんのひと時でしたが、気忙しい毎日を忘れる心豊かな気分になりました。ちょうど今は、７月の初めで１年

の折り返し地点です。参議院選挙も始まり、またプレイングマネージャーの多い我クラブにおいて、会員の皆さん

は大変お忙しくされていると思います。道木会員のお見舞いに先日行ってきました。 

彼のようなスポーツマンで運動神経の良い人間でも、ブロック塀の上を猫のように

歩いていた際、誤って落下し金属を入れる手術をするような大怪我をしたそうです。

皆さんも、ご自身を過信せず、一時の短い時間でも、気忙しい今を忘れぼーっとす

る時間を持ちゆとりをもって、ロータリー活動に励み、また日々の生活を過ごして

いただきたいと思います。 

東角 操 会長挨拶                           ７月８日（月） 

 

表敬訪問     ７月８日（月） 

7/14（日）第４６回ウイングカップソフトボール大会 
（令和元年度夏季 ２５周年記念大会） 

 

報告 

山中ロータリークラブ 

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ブ 

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 

 

１０チーム１３５名の選手が参加 
開会式・閉会式には林田直前会長、竹内幹事が出席 
＜主催者よりお礼状＞当日は、未明に雨に見舞われましたが、
グランド整備を行った結果、開会式も滞りなく行うことがで
き、昼過ぎからの小雨にも関わらす何とかプログラム通り無事
終了することができました。ご協力感謝申し上げます。   

【審議事項】   全て全会一致で承認 

①８月プログラムについて  【柿木クラブ管理運営理事】 

②ガバナー公式訪問について    【竹内幹事】 

③職業奉仕、国際奉仕、社会奉仕、青少年奉仕委員会 

 事業計画及び予算について 

  【杉本奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当理事並びに各奉仕委員会委員長】 

④タイへの消防ポンプ自動車寄贈プロジェクトについて 

  【西出国際奉仕委員長】 

⑤タイへのスタディツアー事業について 

  【西出国際奉仕委員長】 

⑥４０周年記念式典 決算について 【竹内幹事】 

⑦8/19 就職模擬面接会について    【竹澤職業奉仕委員長】 

 

第２回 理事会議事録                         ７月８日（月） 

 

日  時 内  容 

8/26（月）

⇒8/2（金） 

ガバナー公式訪問  三国ＲＣ合同 

         於：三国観光ホテル 

 １２時３０分～例会 

 １２時頃から食事できます 

8/5（月） 
祝事 

委員会の日（グループ毎） 

8/12（月） 祝日の為 休会 

8/19（月） 
就職模擬面接会  於：坂井高等学校 

 １３時～      例会 

 １３時半～１５時半 模擬面接 

  

８月プログラム 



 

 

  
 

新年度方針発表  ②                 ７月８日（月） 

４つの奉仕委員会をまとめてまいります。それぞれの委員会の基本方針を述べます。職業奉仕委員会は、 

様々な職種が集う私たち一人一人の倫理観を高め、コンプライアンスを遵守し、ロータリーの活動で得た

知識やノウハウを更にそれぞれの仕事や家庭にフィードバックできるように心掛けます。社会奉仕委員会

は、地域と人に貢献できることを考え行動することを目的とします。国際奉仕委員会は、１．会長方針に

従った委員会事業の進め方を行う。２．国際奉仕の観点に立った考え方のもとで進める。３．グローカル

な考え方を身に付ける。４．７年前からのタイへの国際協力・奉仕事業を継続。５．国際協力・奉仕事業

が企画運営できる人材を育成する。青少年奉仕委員会は、青少年が夢や希望を持てるまた、青少年が参加

できる事業を行う。また、地元の高校生を国際交流を通じて国際感覚を育てるとともに地域の人々の交流 

を図り、インターアクトクラブの創設を目指す。ロータリー友の会（仮称）の設置さらに、いじめや虐待など青少年

に関する社会問題に取り組む。どの委員会もニコニコ箱からの資金を頂いての活動ですので、積極的に参加をして

頂きたいと思います。委員会が一丸となって活動するためにも、もう一度ご自身の所属委員会を確認し、委員会メン

バー全員で活動していただきたいと思います。   

１．就職模擬面接会を 8 月 19 日午後開催。２．地元企業を対象にした大学生職場体験事業３．丸岡高校

定時制生徒のコミュニケーションスキルアップ事業を計画しています。ロータリークラブは、個々の職業

人の集まりであり、会員各々が、職業において常に奉仕をしている団体で、全体のクラブとして何ができ

るのかということを常に考えながら事業をしていきます。地区のセミナーを受講し、職業奉仕についてし

っかりとした答えがでるように頑張ってきたいと思いますので一年間どうぞよろしくお願い致します。

        

竹澤 
職業奉仕 
委員長 

和やかな中にも規律ある例会進行に努めてまいります。皆さん１年間ご協力よろしくお願いします。 

林田SAA 

杉本奉仕
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
理事 

昨年誕生した子供は、946,000 人です。ちなみに私が生まれた昭和 42 年は 180 万人でした。単純計算で、

473,000 のカップルができるわけですが、残念ながら最近結婚をしない男女が非常に増えており、現時点

では約 25%が結婚しないと言われています。これは現在の 30 歳の数字なので、今生まれた子供の 30 年

後は半分近くになる可能性があります。少子化対策待ったなしですが、まずは、結婚するカップルを増や

すために、今年も婚活事業を進めていきます。第 1 回目の独身の方対象に引き続き、第 2 回目の離婚経験

者対象の婚活パーティーが大変好評だったため、今年度も、離婚経験者対象に婚活事業をしていきます。 

2 つめは、いじめ対策の事業です。昨年は、林田会長が道を作って頂いたおかげで、本年度も継続事業となりまし

た。いじめの相談サイトで不登校の子、虐待を受けている子供たちを救う一助になればいいなと思いますので是非

ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

        

三寺 
社会奉仕 
委員長 

１．タイ国スラムへの消防ポンプ自動車寄贈及び現地での消防防災研修 整備を終えて、寄贈に向けて準

備整えています。２．タイへのスタディツアー支援事業 オリエンテーションを行い、プログラムの作成に

とりかかっています。３．スタディツアーOB 会の運営 ４．グローバル補助金事業のアフタ―フォロー 

５. 島原 RC との姉妹クラブ更新式 以上の活動を計画しています。高校生を支援する事業をしているの

で、のちのちインターアクトクラブローターアクトクラブの設立につなげていけたらと思っております。 

国際奉仕委員会のスタディツアーと高校生の活動についても協力します。またいじめの問題については社

会奉仕委員会とともに、フォーラムを開催の予定です。丸岡の高校生が地域との交流を図っていく活動を

計画しています。ロータリーとしては若い人とのつながりもＲＩの大きな目標に入っており、地元の高校

生また若い人の奉仕活動支援しながら今ロータリーへの理解を深めていく取り組みをします。障碍者のソ

フトボール大会も第 45 回の記念大会を迎えるように全国にも広まりつつあります。支援をしていきます。 

青少年活動というのはロータリー活動の中で重要な分野です。皆さん方のご協力を得て今年もしっかり頑

張ってきたいと思いますのでお願い致します 

西出 
国際奉仕 
委員長 

ロータリー財団への寄付は、奉仕活動の一助となりますことを理解し、寄付をお願いします。一人当たり、

180＄以上の寄付とポールハリスフェロー・マルチプルポールハリスフェロー・ベネファクターと多くの

寄付額の達成をすることを目標にしています。米山記念奨学会への寄付は、会員一人当たり 24000 円を達

成できるようによろしくお願いいたします 

林田青少
年奉仕委
員長 

松井ﾛｰﾀﾘ
ｰ基金委
員長 

最後は、ガバナー

補佐との質疑応答 

小林和美ガバナー補佐 



 

 

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 

◆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 8 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 39,000 円 88,000 円 568,000 円 

ロータリー財団 30,000 円 68,000 円 

米山記念奨学会 20,000 円 62,000 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 

7/8 ３６ ２９ ４ ２ １ 82.86% 

【メーキャップ】事務局受付分 なし 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  ２６名 

お客様  

小林ガバナー補佐 今後３年間貴クラブ担当ガバナー

補佐になりました。木村前補佐同様よろしくお

願い致します。 

山中 RC 日下会長 丸岡ロータリーの皆々様本年も

宜しく付き合いの程お願い致します。 

山中 RC 吉本幹事 先日は山中に足をお運び下さい

まして誠にありがとうございました。本日はお

世話になります。 

三国 RC 藤井会長 丸岡 RC 様、山中 RC 様宜しくお

願い申し上げます。 

三国 RC 豊田幹事 丸岡 RC の皆様、一年間どうぞ宜

しくお願い申し上げます。 

委員会報告                     ７月８日（月） 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １７名 
中島 南利明 釣部 林田千之 下田 林田恒正 東角 

倉本 倉田  水﨑 柿木 竹内 松井 竹澤 八百山 

竹吉 南勝文 

◆米山奨学会◆     寄付者  １６名 
中島 釣部 林田千之 下田 林田恒正 東角 倉本 

倉田 水﨑 柿木 竹内 松井 竹澤 八百山 竹吉 

南勝文 

 

東角会長 小林ガバナー補佐様 山中 RC 日下会長様三国 RC 藤井会長

様ようこそ丸岡 RC へ 

竹内幹事 ガバナー補佐小林様本日はよろしくお願いします。山中ロ

ータリクラブ三国ロータリークラブ会長幹事様ようこそ。 

釣部 林田千之  小見山 下田 奥村 林田恒正 倉本 倉田 

水﨑 柿木 松井 前川徹 川上 竹澤 竹吉 

南勝文  金会員様 新人研修ありがとうございました。 

 

◆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 22 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 26,000 円 114,000 円 594,000 円 

ロータリー財団 16,000 円 150,800 円 

米山記念奨学会 16,000 円 78,000 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 

7/22 ３６ ３３ ３ ０ ０ 91.67% 

【メーキャップ】 事務局受付分 なし 

  
◆ニコニコ箱◆     寄付者  １８名 

東角会長 皆さんきょうはよろしくお願いします。 

竹内幹事 本日は皆様楽しく飲みましょう！！ 

     よろしくお願いします。 

釣部   皆様本日はよろしくお願いします。 

林田千之 いよいよ東角年度スタート。皆さん期待してい

ます。 

下田   山中 RC の長谷川清さんの傘寿記念洋画展に

加賀市美術官に行ってきました。今年度もロー

タリー活動頑張りましょう。 

奥村   今年度理事役員の皆様一年間御苦労さまです。 

山下   たいへん多くなった会員を迎えての新年度懇

親会。うれしい限りです。 

倉本   東角会長 竹内幹事 理事役員 新入会員の

皆様方 本日御苦労さまです。 

倉田   東角新会長 竹内新幹事はじめ新役員の皆様 

一年間どうぞよろしくお願い致します。 

水﨑   心機一転頑張りましょう。 

委員会報告                    ７月２２日（月） 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １３名 
釣部 林田千之 下田 奥村 東角 柿木 竹内 松井 

川上 竹澤 岩田 八百山  南勝文 

◆米山奨学会◆     寄付者  １３名 
釣部 林田千之 下田 奥村 東角 柿木 竹内 松井 

川上 竹澤 岩田 八百山  南勝文 

新会員入会時
100＄寄付含む 

柿木  東角会長 １年間よろしくお願いします。南会員さんこれか 

らもヨロシク！ 

杉本  本年度もよろしくお願いします。 

松井  東角丸の出向をお祝いして。 

川上  手に手つないで♬ 頑張ります！ 

竹澤  よろしくお願いします。 

岩田  今日はどうぞよろしくおねがいします。 

八百山 新たに乗務員が１名入社致しました。 

南勝文 本日は歓迎ありがとうございます。 

 

《お詫び》紙面のスペースの関係上、２２日新役員披露会＆南会員歓迎会の内容は次週会報に掲載します 


