
 

 

  

 

  

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 ８月 ５日（月）第 1990回例会 

祝事 

委員会の日（グループ毎） 

 

次回の例会  

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 

本日のガバナー公式訪問例会との振替休会です 

今後の例会予定  

令和  元年 ８月 ２日（月）第 1989回例会 

ガバナー公式訪問 ＜三国ＲＣとの共同開催＞ 

               三国観光ホテル 

 

 

 

 

11：00～12：00 丸岡 RC 会長・幹事・役員懇談会 

12：30 開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ  斉唱 

会長挨拶   三国ＲＣ 藤井  俊哉 会長 

丸岡ＲＣ 東角 操   会長 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

①2019-20年度 寄付・認証の手引き 

  ②会員増強アンケート記入のお願い 

⇒瀬野委員長へ依頼 

    ③米山月間 奨学生による卓話日のお知らせ 

⇒10/28（月）例会時 

委員会報告 
① 例会出席報告 
② ニコニコ箱 本日の寄付報告 

13：00  ガバナーアドレス 

 佐竹
さたけ

 力 總
りきふさ

 ガバナー 

13：30 閉会点鐘 

13：30 写真撮影 

13：40～14：40 三国 RC 会長・幹事・役員懇談会 

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  ：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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

皆さんこんにちは。参議院選挙も終わり、まもなく梅雨明けが待ち遠しい今日この頃です。私は、

山際に住んでいるので、最近の局地的豪雨に非常に敏感です。特に梅雨明け時の豪雨は、びっくり

するほど大量の水が山間部より流れ出てきます。警報が出ると、心配でしようがありません。長畝

地区を横断している五味川は、山からの水を受けるために時間 30ｍｍの集中豪雨が 1 時間近く降る

と、越水ギリギリまで水かさがあがります。越水すると田んぼだけでなく近くの住宅地にも雨が流 

れ込む状況があります。パイプライン化により用水組合が合併し、各所の水門管理が行きとどかず、非常に不安な

一面があります。皆さんも豪雨がきたら自分の身は自分で守るんだという意識を必ず持ってください。 

さて、選挙が終わりましたが、今回の選挙結果で、感じられたのは、いろんな政党が出てきたということです。

今までは、泡沫候補が多かったのですが、重度障害者や NHK にたいする批判政党が当選するなど、今までとは、

ちょっと違ってきたなと感じました。背景には、やはり色々な分野で格差が生じてきて、エリート層への反発や経

済格差の拡大があるのではないかと思います。国や国会議員の人たちにもマクロだけで語るのではなく、多種多様

な国民の意見を尊重した日本という国造りを進めていただきたいと思います 

私たちは、ロータリーというクラブで活躍できることを、ありがたく思うだけだけなく、少しでも、すべての人

に陽が当たる社会をつくるための行動を起こしたいと思いますので、皆さんのご尽力に期待をしたいと思います。 

 

東角 操 会長挨拶                          ７月２２日（月） 

皆さんこんばんは。お客様の紹介を致します。 

敦賀西ロータリークラブの南様、村上会員様でござい

ます。後ほどＩＭのＰＲのご挨拶をいただきたいと思い

ます。本日の例会の卓話の講師として鯖江市役所の政策

経営部の仲倉様です。 

早いものでもう７月も終わり、今年度も８月に入りま 

す。8 月は恒例の就職模擬面接会、丸岡高校生スタディツアーのアドバイザー事業、そして、４０周年記念事業の

一つタイのスラム街への消防自動車の寄贈式典に参加します。先般、日本から送る際に出発式を行いましたが８月

２日にタイの港に着く予定です。5 年前の中古消防車を寄贈する際もそうでしたが、寄付である証明などを税関で

厳しく求められます。有償であれば割と簡単にできるのですが、寄付だと偽る悪徳業者がいる為、チェックが厳し

くなっています。ロータリークラブは、国際組織であり常に社会のために奉仕活動をしているという自負がありま

すが、世界各国の中では、ロータリークラブとは何ぞや？という程度にしか認識されていないのが現状です。我々

が国際社会や地域社会で活動する際には、ＰＲ をしっかりしていかなくてはならないし、我々ロータリアン自身

も、入会しているだけではなくしっかりした人格と人生観を持ちつつ行動する必要があると思います。 

地域社会あるいは企業社会においても歩むべき道の一つの指標のおおもとになるＳＤＧｓ（持続可能な開発目

標）について、今日は考える最初の機会になる例会としたいと思います。本日の講師仲倉様のお話を聞き、我々の

進み方を考えていただきと思います。 

東角 操 会長挨拶                          ７月２９日（月） 各地の城主の人形が 

見守る中での例会です。 

 

ＩＭについて  ７月２９日（月） 

ＩＭ６組 

本年度ホストクラブ 

敦賀西ＲＣ 

南 雅継 様 

村上智昭 様 

１０/１９（土）13：00～19：10 

会 場：敦賀市民文化センター 

懇親会：きらめきみなと館 

 

表彰      ７月２９日（月） 

【米山奨学会功労者】 

 17 回 下田重道会員 

 1 回  倉田教信会員 

1 回 竹澤俊彦会員 

寄贈消防車        フクサン自工㈱にて 

 

報告 



 

持続可能な開発目標（SDGs）とは，2001 年に策定

されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として、

2015 年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な

開発のための 2030 アジェンダ」にて記載された 2016

年から 2030 年までの国際目標です。持続可能な世界を

実現するための 17 のゴール・169 のターゲットから構

成され，地球上の誰一人として取り残さない（leave no 

one behind）ことを誓っています。SDGs は発展途上国のみならず，先進国自身が取り

組むユニバーサル（普遍的）なものであり、日本としても積極的に取り組んでいます。 

＜目標１～６＞これらは「人間」をテーマに向けられた目標です。一見、発展途上国

に向けられた目標で、先進国からは遠い目標のように思えますが、日本でも６人に１人

が「見えない貧困」にあえいでいるといわれています。「病院に行かせることができな

い」「新しい服や靴を変えない」といったモノの欠如、目の前の生活に追われて、お金

や時間を子供たちのために使う余裕がないことからの「教育・経

験」の欠如、これらによって、自信が持てない子供たちがいま

す。これらの放置は、未来に渡る貧困とも関わってくることにな

ります。食生活の欧米化により、米の消費が減り、田畑を手放し

ている農家さんが増えています。食料を海外に頼る生活は、持続

可能といえるでしょうか？どんどん高齢化が進んで、医療機関に

たくさんの人が頼るようになり、社会保障費が増えれば、健康的

な生活が確保できなくなります。ジェンダーとは、「男性はこうあ

るべき、女性はこうあるべき」と性別に基づいて社会的に要求さ

れる役割などの社会的な性差別のことです。男は仕事、女は家事

育児では、本来持っている能力を引き出し、生かすことができな

くなります。きれいな水、衛生管理の確保は、命を守るためには

大変重要です。現在の社会は蛇口をひねれば、きれいな水が出て、ボタンを押せば、汚い水も流してくれます。災

害のときに感じるように、一つ何かあれば、そのような管理はすぐ維持できなくなります。今の生活が持続するた

めには今、何をしたらよいか。考えることが必要です。＜目標７～１１＞経済を作るという意味で「繁栄」がキー

ワードになっています。石油資源には限りがあるため、持続可能な再生可能エネルギーを確保すれば、近代的な生

活の確保ができ、産業も持続します。経済成長すれば、雇用も生まれ、その中で人間らしい働き甲斐のある仕事に

就くことができます。また、自然災害や社会の変化など、予期せぬ困難や変化に対応できる、しっかりとした基盤

を構築しておくことで、モノづくりのまちである本市の産業の持続化やイノベーションの推進を図ることもでき、

町も栄えます。しかしながら、それに伴って、世界の中に貧しい国が生まれては目標達成とはいえません。世界の

人々の安全で人間らしい生活を実現させるため、不平等をなくすまちづくりを目指さなければなりません。また、

経済成長していくことで、工場が増え環境が悪くなり、人が住みにくくなるようでは意味がありません。経済格差

による孤立を防ぎ、排除しないまちづくりが大切です。この中の目標 11 は自治体運営そのものをさすといわれて

います。 

＜目標 12～15＞環境を守り育てようという内容で「地球」がキーワードになっています。目標１２はアイコンを

見てもわかるように、地球環境のことを考えて、作る側も使う側も使い終わった後のことまで考えるべきだという

ものです。いわゆるリサイクルや食品ロスがそうです。目標１３は温暖化や大気汚染について、目標１４、１５は

自然保全についての内容になっています。海を汚さないために脱プラスチッ

クの動きが世界中で活発です。日本でもスターバックスやマクドナルド、ガ

ストなどプラスチック製のストロー提供をやめると発表されました。間伐材

による割り箸や再生紙の利用などは陸の豊かさを守る取組の一つです。 

＜目標 16＞はこの SDGｓを実現させるための仕組みの構築の目標であり、達

成を目指した法整備や制度設計を言います。 

＜目標 17＞SDGｓ実現に必要な資金や協力を持つことを目指した目標です。 

＜会員感想＞本日は仲倉様にはめがねのまちさばえの取り組みをお話していただきました。ご主人様は東角会長

が県会議員時の同期という事のご縁もあり卓話をお願いしたそうです。「女性が輝くまちづくり」「働き方改革」「Ｉ

Ｔのまちづくり」「環境市民の育成」そして、めがねのまちだからこそ、目の健康づくりに取り組む「目育・むい

く」、一般的な子ども食堂より「ゆるい」形態（主旨に賛同した市民有志が、持ち寄った余り物の食材でごちそうを

作り参加者の制約はない）の「ゆるい食堂」の取り組みを熱心にお話しいただきました。  （文責 倉田教信） 

外部卓話                     ７月２９日（月） 

『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 

坂井市教育委員会 学校教育課 指導主事 浅野 正樹 様 



 

 

 

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 29 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 23,000 円 137,000 円 617,000 円 

ロータリー財団 18,000 円 168,800 円 

米山記念奨学会 19,000 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 

7/29 ３６ ２３ ９ １ ３ 69.70% 

【メーキャップ】 7/21 地区青少年交換担当委員長会議 杉本 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １８名 

お客様  敦賀西ＲＣ  

ＩＭのお願いに参りました。どうぞ宜しくお

願いします。 

東角会長 暑い中皆様御苦労さまです。仲倉様今日はよろ

しくお願いします。 

竹内幹事 敦賀西ロータリークラブ南様、村上様ようこ

そ。鯖江市役所仲倉様本日はよろしくお願いし

ます。 

林田千之 仲倉さんご苦労様です。敦賀西ＲＣ南さん、村

上さん 御苦労さまです。 

下田   仲倉由紀様 卓話ありがとうございます。 

金    暑い日々が続きます。健康第一、仕事は第二で

いきましょう。 

奥村   仲倉由紀様 卓話御苦労さまです。敦賀ＲＣ様

本日は遠方より御苦労さまです。ＩＭのご成功

をお祈りします。 

林田恒正 仲倉様 卓話ありがとうございます。 

委員会報告                    ７月２９日（月） 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １２名 
林田千之 北 下田 金 林田恒正 東角 杉本 竹内 

松井 川上 竹澤  南勝文 

◆米山奨学会◆     寄付者  １３名 
林田千之 北 下田 金 林田恒正 東角 水﨑 杉本 

竹内 松井 川上 竹澤  南勝文 

倉本  敦賀西ロータリークラブ南様、村上様 遠方ＩＭご案内御苦

労さまです。 

倉田  猛暑続きです。水分補給が大切です。 

水﨑  仲倉様 卓話楽しみです。 

杉本  仲倉様 本日卓話宜しくお願いします。 

川上  鯖江市役所仲倉様ようこそ！卓話宜しくお願いします。 

竹澤  仲倉様 本日の卓話よろしくお願いします。 

南勝文 暑い中、御苦労さまです。 

 

新役員披露会＆新会員歓迎会             ７月２２日（月） 

東角会長 開会の挨拶 今年度の理事役員の皆様 よろしくお願いします。 

林田直前会

長の発声で

乾杯 
瀬野会員増強委員長

より歓迎の挨拶 

フレッシュな親睦委員会メンバーによる

司会＆アトラクションで大盛上がり!(^^)! 

新ソングリーダー川上会員指揮で、 

皆笑顔で「手に手つないで」」(^^♪ 

最後は、 

杉本会長エレクト 

閉会の挨拶 


