
 

 

  

 

  

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１０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１６日（月）祝日の為 休会 

令和 元年 ９月２３日（月）祝日の為 休会 

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』 

次回の例会  

令和 元年１０月 ７日（月）第 1995回例会 

祝事 

委員会の日（グループ毎） 

令和 元年１０月１４日（月）祝日の為 休会 

令和 元年１０月２１日（月）第 1996回例会 

新入会員卓話 八百山正栄会員 

令和 元年１０月２８日（月）第 1997回例会 

米山奨学生卓話 

 グエン ホアン カンさん＜ベトナム・男＞ 

お世話クラブ： 福井 RC 

同行者：地区米山奨学委員 伊藤彰(福井 RC） 

今後の例会予定  

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 

ROYAL HOTEL 山中温泉河鹿荘にて 

18：30 開会点鐘 

君が代・ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「奉仕の理想」 斉唱 

会長挨拶   山中ＲＣ 日下 賢城 会長 
   丸岡ＲＣ 東角 操  会長 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

① RI日本事務局経理室より 

2019年 9月 RIレート 1ドル＝106円 

（ご参考：2019年 8月＝108円） 

 ≪その他≫ 

① 講師派遣案内 

 福井働き方改革推進支援センターより 

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 

18：45 閉会点鐘 

18：45 記念講演 
「北前船について」 講師：藪下 昇一 氏 

19：40 懇親会 

開会挨拶 山中 RC 日下 賢城 会長 

乾  杯 丸岡 RC 東角 操 会長 

～御祝儀の舞～ 山中芸妓連 

親睦ゴルフ大会表彰山中 RC 日下 賢城 会長 

Rソング 「手に手つないで」 

中締め 丸岡 RC 柿木 満雄 副会長 

閉会挨拶 山中 RC  中林 宏幸 会長エレクト 

本日の例会  

１０/１９（土）ＩＭ第６組 ホスト：敦賀西ＲＣ 

敦賀市民文化センターにて 

会長会議    東角会長 参加予定 

本会議・懇親会 ２０名  参加予定 

新会員セミナー 岩田・八百山・前川・海道・南会員 

 参加予定 

 



 

  
本日のお客様は、丸岡ＲＵＣＫの田中監督とメンバー4名の方です。皆さんもご存知の通り

世界を相手に素晴らしい活躍をされております。今後もさらに、活躍をするために、多くの

方々の支援をいただきたいとのお願いでいらっしゃっています。八百山会員は、丸岡ＲＵＣＫ

の理事をされていますので、後ほどお話をいただきます。 

 8 月 19 日の就職模擬面接会には、竹澤職業奉仕委員長をはじめとして面接官にあたられた

会員の皆様にはありがとうございました。若い世代と面談することによって、我々も彼らの考

え方を学ぶことができ有意義だったと思います。お世話いただいた竹澤委員長、ご苦労様でご

ざいました。 

さて、４度目となります国際奉仕事業の高校生によるタイスタディツアーが 8月 22日から 8月 27日まで 9名の

高校生と 2名の丸岡高校の先生をメンバーとして行われました。参加いただいた西出委員長、水﨑会員、下田会員、

杉本奉仕プロフェクト委員長には、現地でのアドバイス、ファシリテータ等、非常にご苦労様でございました。毎

年、このツアーは、高校生達に、とてもいい気づきをもたらします。また引率の先生が、現地の子どもたちへの教

育方針や内容について驚かれ、先生にとっても有意義な研修の場でした。今年は雨が多く非常に蒸し暑く大変でし

たが、参加者も身体を壊さずに無事戻ってこられました。 

 そして、先日 30 日は、40 周年記念事業として、丸岡ＲＣから送った消防ポンプ自動車の寄贈式が、プラティー

プ財団 41周年の記念式典と併せて、財団本部にて行われました。7月の中旬すぎに消防自動車が日本を出発し 8月

2日にはタイの港に到着しましたが、先日の例会時にも話したように、なかなか税関が通らずに心配してましたが、

なんとか贈呈式の日に財団本部に届きました。消防ポンプ自動車を使うスラム街の自衛消防隊員、そして住民の

方々も大変喜んでおりました。現在、国の政策でスラム街の移転が計画されており、火災時における行政の支援が

十分でない状況です。火災が起きた時には、自分たちの命を守るために自分たちが消さなければならないという状

況があります。そういう中で、丸岡ロータリークラブから贈った消防ポンプ自動車は、命や財産を守るために非常

に役に立つものとして、感謝されました。 

 それから、我々は、スラム街への寄付やタイへのスタディツアーなど一時的支援や交流は行っていますが、今後

は、子供達が高校あるいは専門学校を卒業後、日本で働ける環境づくりに手を貸したいと申し出を行ったところ、

プラティープ財団が中心になって日本語教育に力をいれることになりました。今回は福井県の職員も同行し二日間

に渡って細部までミーティングを行い、介護人材の育成についての方向がほぼ決まりました。11月に知事が訪タイ

し、基本締結する見込みになりそうです。長年にわたり当クラブが一生懸命プラティープ財団を支援してきた賜物

ではないかなと思います。金銭面だけではなく、タイのスラム出身の子供たちが自立する応援ができるスキームが

見えてきました。介護人材以外にも、人材不足で悩む会員企業の皆様もいらっしゃるかと思いますので、今後、日

本語を学んだスラムの人を雇用先として受け入れるなどの賛同が頂ければありがたいと思っています。 

 また、山下会長の時にスタートしたグローバル補助金事業のパートナーでありますタクワパーロータリーから 10

周年記念式典パーティ（9月 21日）のご案内が来ました。山下会員に参加いただくことになりました。 

 

東角 操 会長挨拶                           ９月２日（月） 

第４回理事会 議事録                         ９月２日（月） 

【審議事項】   全て全会一致で承認 

①１０月プログラムについて   【柿木クラブ管理運営理事】  

②バツコン・クラブ事業について 【三寺社会奉仕委員長】 

③学校相談サイト事業について  【三寺社会奉仕委員長】 

④ローターアクトの日参加事業について 

【林田青少年奉仕委員長】 

日  時 内  容 

10/7（月） 
祝事 

委員会の日（グループ毎） 

10/14（月） 祝日の為 休会 

10/21（月） 新入会員卓話 八百山正栄会員 

10/28（月） 米山奨学生卓話 

  

１０月プログラム 



 

  

委員会の日                               ９月２日（月） 

Ａｸﾞﾙｰﾌﾟ 中島 南利明 林田千之 山岸 小見山 北 下田 金 奥村 

柿木 竹内 前川徹 

＜会議内容＞事務規定について 

会長ノミニー・デジグネートの説明（第２条第１節） 

第２条第２節 奉仕プロジェクト   第３条理事会 １0 年～１５年   第４条 理事 

第９条 奉仕プロジェクト   ＜会議結果＞候補者の投票・指名承認の説明をもっと簡単にしたらどうか。理事

という言葉をいれる。 奉仕プロジェクト委員会の委員長１名とする。5～９名の理事+役員（理事兼務） 

Ｂｸﾞﾙｰﾌﾟ 東角 上屋敷 岩田 八百山 前川正智 海道 竹吉 南勝文 

＜会議内容＞ＳＤＧｓについて 

＜会議結果＞12/14 ＳＤＧｓ クロスカードゲーム（丸岡高校にて） 生徒にカ

ードを作成してもらう。会員とゲームを行う。月１回～２回授業の中で行う。９

月に丸岡高校を上屋敷委員長が訪問予定。 

Ｃｸﾞﾙｰﾌﾟ 釣部 林田數一 倉本 水﨑 竹澤 西出 

職業奉仕委員会＜会議内容＞①就職模擬面接会の報告 坂井高校進路指導部長

出口先生から感謝の言葉を頂いた。継続事業であるので今後に生かすために、要

望・意見等があれば連絡くださいと伝えた。②職場訪問はどうすればよいか？ 

＜会議結果＞①Q.今回人数が多かったのはなぜか？A.進学する生徒が減ったためだと推測する。ただ、これ以上増

えることもないだろう。②「五月が瀬」とかはどうか？ 

国際奉仕委員会＜会議内容＞①福井東ローターアクトのメンバーと活動するには。スタディツアーに関心がある。

②報告は、9/30 例会卓話の時間に高校生と先生によって行う。＜会議結果＞①福井東ロータリーの会長に連絡を取

り 9/30 報告会にアクトメンバーに参加してもらう。 

Ｄｸﾞﾙｰﾌﾟ 林田恒正 山下 杉本 三寺  

＜会議内容＞バツコンクラブについて 

＜会議結果＞①予算書の変更 ②参加費に関して 男子 2000 円女子 1000 円の

説明 ③場所の変更に関して 一筆啓上茶屋に変更 

スタディツアー  

8/22～27 無事にタイへの

スタディツアーを行いまし

た。ご協力ありがとうござ

いました。 

9/30 例会時の卓話の時間をいただき、参加

した高校生による報告会を致します。 

8/24 福井新聞 掲載記事 

8/23 日刊県民福井 掲載記事 



 

 

 

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 

９月度祝事 

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 9 月 2 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 26,000 円 228,000 円 715,500 円 

ロータリー財団 27,000 円 215,800 円 

米山記念奨学会 24,000 円 142,000 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 

9/2 ３６ ３２ ４ ０ ０ 88.89% 

【メーキャップ】8/3  地区財団セミナー    松井 9/2分 

8/11 地区米山奨学委員長会議 松井 9/10分 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １７名 

東角会長 皆さんこんにちは。丸岡ラックの田中監督様 

今日はご来場ありがとうございます。今後もが

んばってください。 

竹内幹事 本日は、委員会の日です。よろしくお願いしま

す。例会後に理事会を開催いたします。 

南 利明 タイ訪問の皆さん、お疲れ様でした。 

林田千之 会長、松井君 消防車贈呈ご苦労さまでした。 

下田   タイから帰った後で、古希のお祝いを子供たち

がしてくれました。 

金    ようやく朝夕が過ごしやすくなってきました。 

奥村   タイ訪問の皆さん ご御苦労さまでした。 

山下   先日無事に白内障の手術を受け良く見えるよ

うになりましたが、乱視が強くメガネは外せま

せん。 

倉本   9 月に入り、少し涼しくなりました。本日は委

員会の日です。 

委員会報告                     ９月２日（月） 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １７名 
中島 林田千之 北  下田 金  奥村 林田恒正 

山下 東角  倉本  水﨑 竹内 竹澤 西出 八百山 

竹吉 南勝文 

◆米山奨学会◆     寄付者  １６名 
中島 林田千之 北  下田 金  奥村 林田恒正 

山下 東角  倉本  水﨑 竹内 竹澤 八百山 

竹吉 南勝文 

倉田   少し涼しくなりました。助かります。 

水﨑   スタディツアーから無事に帰ってきました。 

前川徹  タイ・スタディツアーお疲れ様でした。 

竹澤   模擬面接会にて協力いただきありがとうございました。 

西出   スタディツアーは、無事に成功しました。ありがとうござ

いました。 

八百山  本日は、ラックがお世話になると言う事で。 

竹吉   タイ・スタディツアーお疲れ様でした。 

南勝文  今日も暑い中御苦労さまです。 

ＮＰＯ法人福井丸岡ＲＵＣＫ  

八百山会員（ＲＵＣＫの理事） 田中監督 選手代表の皆さん 

1991 年に発足して以来、福井県を代表する女子サッカーチームとして活動を続け

てきました。活動に賛同し、サポートしていただける法人・個人を募集しています。 

選手の皆さんは、 

「福井市にある体育館で日本リーグが開催される」 

「福井の魅力を紹介できる！」 

「福井丸岡ＲＵＣＫの活躍で子供たちに夢を与える」 

「たくさんのイベントに参加して地域の方々と交流

し、盛り上げる！」 

と、ＰＲをしました。 

結 婚 記 念 日 

9/2  八百山会員 

9/7  杉本会員 

9/27 海道会員 

会 員 夫 人 誕 生 日 

9/5  杉本会員夫人  尚美様 


