
 

 

  

 

  

福井 RC 木 12:00～12:30 9/19 10/24 ユアーズホテル 

三国 RC 金 12:00～12:30 9/27 10/18 三国観光ホテル 

福井北 RC 水 18:00～18:30 9/25 グランユアーズフクイ 

福井東 RC 月 12:00～12:30 9/30 10/21,28 アオッサ１Ｆ入口付近 

福井南 RC 火 12:00～12:30 9/24 繊協ビル 

福井西 RC 金 12:00～12:30 9/27 10/11,18,25 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９月２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 ９月 ９日（月）振替休会 
        ↓ 

令和 元年 ９月１０日（火）第 1993回例会 

山中ＲＣとの合同例会 ホスト：山中ＲＣ 

送迎バス  17：30 丸岡支所前出発 

例 会  18：30～18：45 

 卓 話  18：45～19：15 講師  未定 

 懇親会  19：20～21：00 

 会 費  5,000円（当日拝受） 

令和 元年 ９月１６日（月）祝日の為 休会 

令和 元年 ９月２３日（月）祝日の為 休会 
 

次回の例会  

令和 元年 ９月３０日（月）第 1994回例会 

Ｃグループ卓話 担当：国際奉仕委員会 

『スタディツアー＆消防自動車寄贈事業 報告会』 

 

今後の例会予定  

令和 元年 ９月 ２日（月）第 1992回例会 

19：00 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   東角 操 会長 

祝  事  ９月  結婚記念日 夫人誕生日 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

① 「RAC ニュース」vol 2 

  ② RLIパートⅡ研修 案内 

    ③ インターアクト地区大会の案内 

11/16～17 京都花園会館にて 

④ 2019-20年度 地区補助金 振込 

消防自動車寄贈事業 722,412円 

  ⑤ 8/2 公式訪問お礼状 

  ⑥ 地区大会チラシ 

  ⑦ 米山梅吉記念館 賛助会員入会お願い   

≪その他≫ 

① 講師派遣案内 福井財務事務所より 

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  委員会の日 グループ毎 

Ａ（プログラム・出席・規定審議・ニコニコ・ 

  職業分類会員選考・ロータリー情報） 

Ｂ（親睦活動・公共イメージ） 

Ｃ（ソング・ﾛｰﾀﾘｰ基金・職業奉仕・国際奉仕） 

Ｄ（会員増強・社会奉仕・青少年奉仕） 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

８/２５「生き直しの

学校」の子供たちと 

８/３０ 

消防車寄贈

式典後の 

放水 

本日のお客様 

福井丸岡 RUCK 

  監督・選手 



 

  
皆さんこんばんは。暑い日が続きますが、体調は十分でしょうか？ 

先日は、ガバナー公式訪問合同例会にご参加ありがとうございました。ガバナーアドレスの

最後の方で「クラブ主体の連合体がロータリーです。崇高な組織です。ＲＩや地区はクラブに

対して権限はありません。魅力あるクラブつくりをお願いします。」と言われました。最近、

地区からの上意下達とも受け取られる要請が多くなってきたので、心配しておりましたが、ガ

バナーの本意は、確かめられたので一安心です。 

さて暑い夜になかなか眠れないので、最近は、読書をしています。先日読んだ、本の中に、 

日本の地域社会は、まだまだ「GIVE」の社会であり、大都市圏に住む人も見習わなければいけないと書いてあり

ました。人は、いろんなやりとりを貨幣という媒体で行う社会になり、人と人のかかわりが薄くなってきた。しか

し、まだ地方は、物と物、心と心のやり取りが残っている。頂き物を近所に分けたり、畑でできたものを分けたり

とそういった習慣が残っている。もらった人は、また、違う形でそれを返そうとする習慣です。また、先日あの人

は、気遣いをしてくれた。このことを忘れず、次は、私がする番。つまり心と心のやりとりです。こういったこと

が、地域社会という共同体を保っているというのです。ロータリーの友情というのも、こういった心と心のやりと

りができる場にしたいと感じました。 

さて、今日は、第一例会行事として、グループ別の委員会を開催します。今までにない試みですが、委員会活動

の充実を図るために是非、積極的意見交換をお願いして、冒頭のあいさつとします。 

東角 操 会長挨拶                           ８月５日（月） 

第３回理事会 議事録                         ８月５日（月） 

 
【審議事項】   全て全会一致で承認 

①９月プログラムについて 【柿木クラブ管理運営理事】  

②9/10山中ＲＣとの合同例会について 

【柿木クラブ管理運営理事】 

③希望の風奨学金について 【竹内幹事】 

⇒特定資産より５万円支出して寄付 

日  時 内  容 

9/2（月） 
祝事 

委員会の日（グループ毎） 

9/9（月）⇒

9/10（火） 

山中ＲＣとの合同例会 ホスト：山中ＲＣ 

    於：ROYAL HOTEL 山中温泉河鹿荘 

9/16（月） 

9/23（月） 
祝日の為 休会 

9/30（月） Ｃグループ卓話 担当：国際奉仕委員会 

 

９月プログラム 

スタディツアー壮行会＆出発式           ８月５日（月）２２日（木） 

 
8/22～27 タイ国カンチャナブリ県「生き直しの学

校」でスタディツアー実施。参加者：東角会長・下田・

水﨑・杉本・西出 丸岡高校 教諭２名 生徒９名 

参加者用 

ポロシャツ

贈呈 

＜浦先生＞本来ならば、参加する生徒 9 名で参りまして、抱負をお話するべきところ都合をつけられず申し訳ご

ざいません。このスタディツアーに、過去参加した生徒は、大変勉強になり、経験を元に進路を決めた生徒、生き

方を決めた生徒がおります。素晴らしい機会を与えてくださり大変感謝いたします。ありがとうございました。 

＜東角会長＞たくさんの生徒が今まで参加しています。一回りも二回りも大きくなって帰ってきています。いつの

日か地域社会あるいは日本社会に非常に良い戦力になると思いますし、心の豊かなそして優しい人間になってく

れるものと思っています。会員の皆さんの財団への寄付をもとに事業ができますこと大変喜んでいます。 

8/22丸岡高校での出発式 17：00 



 

  

委員会の日                               ８月５日（月） 

Ａｸﾞﾙｰﾌﾟ 中島 南利明 林田千之 小見山 北 下田 金 奥村 柿木 竹内 前川徹 

＜会議内容＞細則第２条第１節第２節 第９条奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門を委員会に 第１０条委員

会の任務第４節部門 前後２週間をとる（メーキャップ） 

＜会議結果＞選挙管理委員会 パスト会長 6 代明記 公共理事の明記 

Ｂｸﾞﾙｰﾌﾟ 上屋敷 倉田 岩田 

＜会議内容＞ＳＤＧｓ～Aciton card game「Ⅹ（クロス）」～について 

＜会議結果＞対象 丸岡高校生 日時：12/14 

 10/28 ロータリーメンバーでクロスゲーム 高校の総合学習の時間にマッチアップできないか？ 

＜会議内容＞会報について ＜会議結果＞従来通り、卓話担当とカメラ担当 

Ｃｸﾞﾙｰﾌﾟ 東角 釣部 林田數一 倉本 水﨑 松井 竹澤 西出 

＜会議内容＞就職模擬面接会 ①写真の撮り方に気を付ける②職業に就くこととは何か？③

質問内容に十分注意する 

＜会議結果＞①生徒の顔は写さない②奉仕につながることを教えたい。③個人的なことは質 

問しない。＜会議内容＞スタディツアーをすることによってメンバーに対してどんな良い影響があるか。 

＜会議結果＞個々のメソッドではなく、丸岡ＲＣとしての奉仕事業の一環です。参加者と不参加者のメリット・デ

メリットを比較するようは事ではない。あくまでも丸岡ＲＣの事業です。 

Ｄ１ｸﾞﾙｰﾌﾟ 山下 三寺 南勝文 

＜会議内容＞バツイチクラブ ①開催場所に関してふさわしいか？②いつ開催するのか③参

加費に関して④その他、理事会の質疑事項 

＜会議結果＞①一筆啓上茶屋、たけくらべが良いのでは。②12 月 22 日③１，０００円 

＜会議内容＞学校相談サイト ①いつぐらいに開催するのか②フォーラム開催（青少年奉仕との共同事業）の説明

③ロータリーらしさがない等の理事会質疑事項  ＜会議結果＞①来年度４月新学期を目標 

Ｄ２ｸﾞﾙｰﾌﾟ 林田恒正 瀬野 前川正智 竹吉 

＜会議内容＞①今年度活動計画の確認②ローターアクトの日の説明「みんなでしよっさキレ

イな福井」9/8 

＜会議結果＞①徳育事業⇒地区補助金②丸岡高校生（スタディツアー参加者）９名予定 

小型バス運転手 10,000 円 参加者弁当手配 ⇒ 林田担当 8：20 丸岡高校出発 服装：会員はロータリージャ

ンパー・帽子 高校生はポロシャツ③古城まつりの総おどりをバックアップする（丸岡高校生 20 名程度）案：鳴

子、うちわ 

就職模擬面接会  第1991回例会                ８月１９日（月） 

各班、４グループ（6、7 名ずつ） 

担当して、集団模擬面接です。 

 ﾘｰﾀﾞｰ ① ② 

１班 中島 三寺 瀬野 

２班 釣部 竹内 川上 

３班 北 杉本 竹澤 

４班 林田數 水﨑 西出 

５班 林田千 倉本 岩田 

６班 下田 東角 八百山 

７班 林田恒 山下 竹吉 

 

福井県立坂井高等学校に

て、坂井高校生・丸岡高校生

約１９０名の参加で、実施。

面接官を務めた会員の皆

様、お疲れ様でした。 



 

 

 

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 

８月度祝事 

会 員 誕 生 日 

8/3  水﨑会員 79 

8/24  下田会員 70 

8/26  山下会員 62 

8/26  三寺会員 52 

8/27  倉田会員 62 

会 員 夫 人 誕 生 日 

8/7  倉田会員夫人    ゆかり様 

8/18  金会員夫人     節子様 

8/20  釣部会員夫人    政代様 

8/21 林田千之会員夫人 美代子様

8/26 北会員夫人     直子様 

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 8 月 5 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 26,000 円 202,000 円 682,000 円 

ロータリー財団 20,000 円 188,800 円 

米山記念奨学会 21,000 円 118,000 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 

8/5 ３６ ２９ ４ ２ １ 82.85% 

8/19 ３６ ２４ １０ ０ ２ 70.06% 

【メーキャップ】8/9  福井あじさいRC（ビジター）岩田 7/29分 

8/23 福井あじさいRC      倉田 8/19分 

8/29 福井RC              金   8/19分 

        8/30 三国RC          奥村 8/19分 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １６名 

東角会長 本日委員会よろしくお願いします。 

竹内幹事 本日は、委員会の日です。よろしくお願いしま

す。理事会も行います！ 

釣部   妻の誕生日を自祝して。 

林田千之 家内の誕生日を自祝して！欠席する時は前日

に必ず事務局に連絡してください。 

北    妻の誕生日を自祝して。 

下田   誕生意を自祝して。土曜日に大和市の文化創造

拠点シリウスに行ってきました。市長さんが自

ら案内してくれました。 

金    妻の誕生日を自祝して。 

山下   全英女子プロゴルフ渋野日向子さんの優勝を

祝して。お陰で寝不足です 

倉本   海外メジャーゴルフスマイルシンデレラガー

ル渋野日向子様素晴らしい成績で優勝おめで

とう！テレビに釘付けでした。 

倉田   誕生日を自祝して。 

 

委員会報告                     ８月２日（月） 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １５名 
中島 林田千之 林田數一 下田 金 林田恒正 山下 

東角 水﨑 柿木 竹内 松井 竹澤 竹吉  南勝文 

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

東角 水﨑 柿木 竹内 松井 竹澤 竹吉  南勝文 

柿木   今月８日に福井銀行引き受けでＥＣＯ私募債を発行する事

になりました。 

前川徹  敦賀気比校甲子園福井県代表がんばって下さい。 

竹澤   毎日暑い日が続きます。 

竹吉   熱い毎日ですが、身体に気をつけて日々過ごしましょう。 

南勝文  暑い中、ご苦労様です。 

地区ロータリー財団セミナー 松井委員長参加 

8/3 立命館大学朱雀キャンパスにて 

G 補助金のペナルティについての説明があり、また、補

助金の種類にＶＴＴ（職業研修）という内容もあるので、

今後検討する価値があると思う。 

地区第１回青少年奉仕担当者会議 

林田恒正委員長参加 7/6 京都経済センター会議室にて 

ロータリーの課題として、若い人の加入が少ないという

現状を踏まえて奉仕活動の意義を教えていくことが大

切だと感じた。丸岡高校にインターアクトクラブをつく

る取り組みをすべきである。そのために、今年度は、県

内のインターアクトの活動状況を学び丸岡高校にロー

タリーの友クラブの創設を目指したいと思う。 

地区第１回社会奉仕委員長会議 山下副委員長参加 

8/11 リーガロイヤルホテル京都にて 

「子供の貧困問題について」大阪の西成で「子ども食堂」

を主宰するＮＰＯ法人の方の講演があった。地域や社会

の大人とのつながりを重視し、地域ぐるみで子供を育て

るためで、貧困により大人との交わる機会までも減って

いき、消極的・閉鎖的になることが子供の将来に大きな

影響を与えるという危惧から、食堂には親も招き入れて

家族のようなつながりを重視している。 

地区福井ブロッククラブ米山奨学委員長会議 

松井委員長参加 8/11 アオッサにて 

過去の米山奨学生の消息等を把握することなど、問題点

の指摘が多々あった。 


