
 

 

  

 

  

福井 RC 木 12:00～12:30 8/29 9/19 10/10,24 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 

敦賀西 RC 木 12:00～12:30 8/8,15 プラザ萬象２階 

三国 RC 金 12:00～12:30 8/30 三国観光ホテル 

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８月５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 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 

令和 元年 ８月２６日（月）振替休会 

 

次回の例会  

令和 元年 ９月 ２日（月）第 1992回例会 

祝事 

委員会の日（グループ毎） 

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 

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 
 

今後の例会予定  

令和  元年 ８月 ５日（月）第 1990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  ８月  会員誕生日  夫人誕生日 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

①ローターアクト「アクトの日」の案内 

  ②ローターアクト「RACニュース」発刊 

    ③国際ロータリー日本事務局より  

2019年 8月のレート 1ドル＝108円 

（ご参考：2019年 7月＝108円） 

④ロータリー財団より確定申告用寄付金領収書 

 2019年１月１日～６月末日個人寄付分 

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 

19：20  タイスタディーツアー 壮行会  

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（親睦活動・会員増強・社会奉仕・青少年奉仕） 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ガバナー公式訪問                            ８月２日（月） 

三国観光ホテル玄関にて 

ガバナー様ご一行のお出迎え 

ガバナー  ：佐竹 力總 様 

ガバナー補佐：小林 和美 様 

副幹事長  ：松尾  定信 様 

 

＜役員理事懇談会＞ 

東角会長・竹内幹事・杉本会長エレクト・柿木副会長 

クラブの概況・活動方針・問題点等をガバナーへ報告 

藤井三国ＲＣ会長 

日本のロータリークラブ

100 周年記念に 

作成された鐘で開会点鐘 

三国 RC ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ指揮で

「君が代」「奉仕の理想」 

藤井三国ＲＣ会長 挨拶 

ガバナー様をお迎えして開催できますこと感謝 

申し上げます。 

丸岡ロータリークラブ様と有意義な例会にしたいと

思います。 

東角丸岡ＲＣ会長 挨拶 

みなさん、こんにちは。 

まずは、本日の公式訪問に 

際しまして会場設営等ホストとして準備いただきました三国クラブ藤井会長さんをは

じめ皆様にお礼を申し上げます。ありがとうございます。 

また、遠方よりそして早朝よりお越しいただきましたガバナー様ご一行には、お疲れ

のところありがとうございます。午前中は、丸岡ＲＣが理事役員懇談会をいたしました。

林田直前会長よりも宿題を申し遣っており、それを元にＲＩと地区、地区とクラブの関

係、またＲＩとクラブの関係というような突っ込んだお話をさせていただきました。 

佐竹ガバナーには、ご覧の通りお人柄の表れているスマイルでお答えいただきました。 

佐竹力總ガバナーは、皆さんご存じのとおり、「美濃吉」さんという料亭を経営されていらっしゃいます。先日、

新宿京王百貨店 8 階の美濃吉さんのレストランで食事をする機会がありました。美味しいお料理と従業員の素晴

らしいサービスを堪能してまいりました。とても良い時間を過ごせましたので、入会金 1000 円を支払って「美濃

吉」カード会員になりました。会員になると、3 か月ごとに飲み物券がもらえたり、お食事の際５％が割引になっ

たりなどお得です。皆様も美濃吉さんへお食事にいらっしゃってはいかがでしょうか。本日は、よろしくお願い

します。 

 
両クラブの幹事報告、

委員会報告等 

４０年続く三国 RC の伝統 

「四つのテスト」を一同で、唱和 



 

令和最初の年度にこのように皆様にお目にかかれるのを光栄に思って

おります。 

皆様に自慢できるところは何もないのですが、身長が高いことと、

時々、声がソプラノ的に高くなるのが、特徴的です。また「力總」と

いう名前ですが、父がドイツのビスマルクが好きでしたので、パワー

イズオールマイティーが合言葉でした。名前負けせぬよう力の総てを

出し切りますので、一年間どうぞよろしくお願いします。 

スローガンを「伝統と革新 世界はひとつ」といたしました。 

私の３３年のロータリー歴からロータリーの伝統の部分をお話します。高校生の時にロータリーを知りました。５

０年前の当時父が経営している料亭にロータリークラブの会員が外車に乗り来店されると、とてもかっこよく雲の

上の人のように思いました。父が入会した際も「やっと京都で一人前の企業になった」と父自身が喜び申してお

り、学生だった私も誇りに思った記憶があります。家族会で「手に手つないで」を歌ったときに、祖母が、涙を流

して「このような素晴らしい企業人と手を繋げることができた」と喜んでおりました。実は、その祖母の涙が、私

のロータリーの原点です。私は、JC で粉骨砕身したのち、ロータリーへのお誘いをいただきました。JC卒業後、

５０歳までの１０年間は、仕事に打ち込もうと思い、お断りしたところを、先輩にその当時１業種１人という規定

があり、「今度強敵の料理屋いれるからな」と言われてしまい慌てて入会しました。 

私が所属する京都ロータリークラブは、日本で５番目のロータリークラブです。２００人あまりのメンバーがい

ます。また、多くのガバナーを輩出しています。そして、例会出席率１００％がルールのクラブです。なぜ例会に

出席できないのですか？と先輩から問われ、言い訳をすると、自社を大企業に育ててきた先輩に、時間の使い方が

下手だと叱られました。 

最近のＲＩは、クラブの自主性と柔軟性に任せて人道的奉仕団体をめざす、日本の古典的なロータリーとは、方

向性が隔たってきています。しかし、ロータリーの基本理念は、親睦と奉仕で、支えるのは、職業奉仕と例会重視

です。自分の職業の倫理性を高めながら、職責を通じて、広く世の中のために奉仕するという職業奉仕こそがあら

ゆる奉仕活動の根源です。ロータリーの魅力は、例会です。「業種交流、職業人として経営者として、例会に出席

して会員と交流することにより職業倫理を高め、人生を磨いて、そして人を教育する」それが例会です。 

ロータリーの根源的な部分は、「善意・奉仕の心」それ以外説明はいりません。 

善意がなければ、ロータリーは、単なる 社交クラブ 

善意がなければ、職業は、単なる 金儲けの道具 

善意がなければ、社会奉仕は、単なる ほどこし 

善意がなければ、国際奉仕は、単なる 外交 

金バッチに誇りを持て。そして職業奉仕を重視せよ。 

そのためには例会出席です。 

次に、ＲＩの革新について、以下今年度ＲＩ会長からの方針についてお話します。 

 マーク・ダニエル・マローニ―会長のテーマ 「ロータリーは世界をつなぐ」 

「強調事項」① ロータリーを成長させること  柔軟性を利用し、特に若い人々の入会を促すために家族との時

間、仕事との共有ができる新しいクラブや新しいスタイルのクラブを作る。② ローターアクターにロータリーク

ラブの未来を担う ローターアクトクラブの RI加盟を認める（青少年保護 、危機管理の徹底）③ ポリオ根絶を

主に国連とのパートナーシップ強化 ( 世界ポリオデー10月 24日 )④「世界を変える行動人」キャンペーンの実施 

「中核的価値観」時代が変化しても、ロータリーで変えてはいけないものが中核的価値観。柔軟性は、あくまで

も中核的価値観の範囲内で許されるのです。・親睦（人類に奉仕）・高潔性（倫理観と高い職業水準）・多様性（地

域の専門性の集まり）・奉仕（クラブの活動）・リーダーシップ（世界的指導性） 

「ロータリーの新ビジョン声明（2017 年 6月）」私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そして自分自身の

中で、持続可能な良い変化を生むために、人びとが手を取り合って行動する世界を目指しています。 

「国際ロータリーの使命」 職業人と地域社会のリーダーのネットワークを通じ、人々に奉仕し、高潔さを奨励

し、世界理解、善意、平和を希求する世界最大の人道的奉仕団体をめざすことです。 

「Mｙ Rotaryの登録促進」目標：会員の 60％以上 

ＲＩの標語は、「JOIN  LEADERS, EXCHANGE  IDEAS, TAKE  ACTION」リーダーとして会員相互の理解を深め、

多様性や高潔性などロータリーの理念を学び合い、そして行動しましょう 

ガバナーアドレス                  ８月２日（月） 



 

最後に、みなさん、適応力をつけてください。時代が必要とするロータリークラブとなりましょう。伝統とは、革

新の連続です。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。 

補足ですが、ＲＩ規定審議会の今年度の大きな変更は、①例会出席について ②ローターアクトの取り扱いについ

て ③職業分類について ④ＲＩの事務総長がＣＥＯになる 会長は、毎年交代するので、対外的な責任者がわか

らない為。日本のクラブの組織はとてもしっかりしていますが、世界的にみると未熟な国も多々あります。 

しかし全世界のうちの日本が占める割合を考えると、多数決で、変化していくのは致し方ない部分もあります。 

 

 

◆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 2 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 39,000 円 176,000 円 656,000 円 

ロータリー財団 0 円 168,800 円 

米山記念奨学会 0 円 97,000 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 

8/2 ３６ ２３ １３ ０ ０ 63.89% 

【メーキャップ】 7/31 福井北ＲＣ 金 8/2分 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １８名 

お客様  佐竹 力總 ガバナー 

小林 和美 ガバナー補佐 

松尾 定信 副幹事長 

東角会長 佐竹ガバナー本日はよろしくご指導お願いし

ます。三国ＲＣの皆様お世話になります。 

竹内幹事 ガバナー様ご一行ようこそお越しくださいま

した。本日はよろしくお願いします。 

佐竹ガバナー今日はよろしくご指導お願いします。 

三国ＲＣの皆様お世話になります。 

 南利明 釣部 林田千之 山岸 小見山 林田數一 

北 林田恒正 水﨑 竹澤 西出  

委員会報告                     ８月２日（月） 

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 


