
 

 

  

 

  

福井 RC 木 12:00～12:30 10/24 ユアーズホテル 

三国 RC 金 12:00～12:30 10/18 三国観光ホテル 

福井あじさい RC 金 12:00～12:30 10/11 11/8,29 リバージュあけぼの 

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

福井南 RC 火 12:00～12:30  繊協ビル 

福井西 RC 金 12:00～12:30 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３０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１０月 ７日（月）第 1995回例会 

祝事 

委員会の日 ③（グループ毎） 

 

次回の例会  

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３０日（月）第 1994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   丸岡ＲＣ 東角 操  会長 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

① ローターアクト「RAC ニュース」VOL3 

 ≪その他≫ 

① ウイングカップソフトボール大会案内 

  10/20 あわら市国影グラウンド 

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 Ｃグループ卓話 

  担当：国際奉仕委員会 

『スタディツアー 報告会』 参加高校生９名 

『消防自動車寄贈式典参加 報告会』 

20：00 閉会点鐘 

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 

 

１０/２７（日） 鯖江ＲＣ 創立６０周年記念式典 

サバエシティホテルにて 

東角会長 出席予定 

 

９/２７（金） 三国ＲＣ 創立４５周年 

記念例会・懇親会 

        三国観光ホテルにて 

東角会長 竹内幹事 出席 



 

  

＜講師紹介＞ 山中ＲＣ 中林会長エレクトより 

江沼地方史研究会の会長とともに、全国北前船研究会の会長もされております。江沼

人物伝の編纂をされました。今年は、「子供洋上セミナー」を開催されました。加賀市の

小学生 30 人と共に、小樽まで豪華客船で行き、その間、北前船の勉強をするようなセ

ミナーです。 

その募集は、

定員 30 名の 

ところ、１８６名の応募があったそうで

す。今日は、北前船と山中、丸岡の歴史

についてお話をしていただきたいと思

います。よろしくお願いいたします 

 

山中ロータリークラブ様、合同例会ということで本当にありがとうございます。日下会長

はじめ会員の皆様、ご健勝にてロータリークラブ活動に邁進されていらっしゃいますことお

喜び申し上げます。また、今日はゴルフ大会親睦ゴルフ大会でも大変お世話になったという

ことで改めて感謝申し上げる次第でございます。我々は、まだまだ山中ロータリークラブの

皆さんには、足元にも及ばないところがたくさんございます。今日は文化の香りをしっかり

と身につけながら帰りたいと思っております。短い時間でございますがよろしくお願いいた

します。本日はありがとうございます。  

東角 操 会長挨拶                         ９月１０日（火） 

本日のゲストを紹介させて頂きます。江沼地方史研究会会長薮下昇一先生でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

本日は丸岡ロータリークラブの皆様、多くの方のご出席いただきまして、ありがとうござ

います。また今日は午前中から親睦を深めるゴルフコンペでした。暑い中でも楽しく親睦を

深めさせていただきました。私自身、昨年度より一層丸岡ロータリー様と交流を持たせてい

ただく中、少しずつ顔なじみの方も増えてきました。やはり定期的な交流は、大切だなと思

っております。前回の合同例会時の雑談の中で、「丸岡ロータリークラブさんは、夜間例会 

時に、夕食がないのはどうしてですか」とお尋ねしたところ、「食事費よりも事業費に多くを費やす」とお聞かせい

ただき、素晴らしい、まさしく本当の奉仕の理想だと感じました。今日の会報を拝見しても大きな国際奉仕事業を

されており、感服しております。坂井市もどんどん人口が減っていく中、若い人たちを県外に流出させないために、

高校生に対して、色々なアプローチをされており、将来長い目でみてのロータリークラブの活動で、非常に優れて

いる点が多いかなと思います。また色々とこれからご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致します。 

 

日下 賢成 山中ＲＣ会長挨拶                 ９月１０日（火） 

両クラブそれぞれに 

幹事報告 

「君が代」に続き、

「奉仕の理想」斉唱 

記念講演会                              ９月１０日（火） 



 

  

 

 

 

 

 

江沼地方史研究会では、平成 27年度より加賀江沼人物調査委調査会を設置し

て、郷土において著しい活躍をした人物、およそ 870 人の業績を調査してま

いりました。平成 30年の春、これまでの成果を取りまとめ『加賀ふるさと人

物事典』として発刊しました。 

江沼地方史研究会は、加賀江沼の歴史・地理・民俗などを調査、研究し、郷

土の文化発展および地域活性化に資することを目的に、昭和 30 年 11 月に創

設されました。現在、会員は、加賀市を中心に、小松市や金沢市、福井市な

どに在住する、およそ 100名余りが入会されています。  

  活動の中心は、毎月 1回開かれる例会で、その内容は、会員による研究発 

表や加賀市周辺の史跡見学会です。会発足時からの 

例会の開催数はこれまでに 600回を超えております。 

 また、毎年１冊、会誌『えぬのくに』を発行してお

り、平成 31年 4月には第 64号を発刊しました。 

会誌には、「北前船」や「白山信仰」「苗字」「屯田兵」

「大聖寺藩の歴史」など、当地域の重要な歴史事項に

ついての研究成果が数多く投稿されており、学術振興

の面からも高く評価されております。  

 このほか、特別事業として、『江沼文献叢書』、『大聖

寺藩史（復刻版）』、『加賀江沼の字名』などの書籍の発

行や歴史講座の開催などをおこなっております。 

 

懇親会                               ９月１０日（火） 

『北前船について』 江沼地方史研究会 会長 薮下 昇一 様 

山中ＲＣ 日下会長 

開会のご挨拶 

東角会長の発声で乾杯!(^^)! 
～御祝儀の舞～ 山中芸妓連 



 

 

 

 

 

 

 

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 

 9 月 10 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 21,000 円 249,000 円 736,500 円 

ロータリー財団 0 円 215,800 円 

米山記念奨学会 0 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 

9/10 ３６ ２０ １５ ０ １ 57.14% 

【メーキャップ】9/8  ﾛｰﾀｰｱｸﾄの日参加 林田恒正 西出 竹吉 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １６名 

東角会長 皆様ごくろう様です。山中で文化的薫りを感じ

て帰って下さい。 

竹内幹事 山中RCの皆様 本日はよろしくお願いします。 

南利明  山中 RC の皆様 本日はお世話になります。 

林田千之 山中クラブの皆さん 今日はよろしく！ 

山岸   山中 RC の皆様 よろしくお願いします。 

小見山  山中 RC の皆様 今日はお世話になります。 

北    山中 RC の皆様 お世話になります。 

下田   山中 RC 様 本日はお世話になります。 

奥村   山中 RC の皆様 本日はお世話になります。 

山下   山中 RC の皆様 よろしくお願いします。 

水﨑   山中RCの皆様 本日は大変お世話になります。 

柿木   山中 RC 様 今日はお世話になります。 

前川徹  山中 RC の皆様 よろしくお願いします。 

川上   山中 RC の皆さん 本日はお世話になります。

また、ゴルフお疲れ様でした。 

 

委員会報告                    ９月１０日（火） 

竹澤   山中 RC の皆様 本日はよろしくお願いします。 

南勝文  熱い中御苦労さまです。 

 

山代山中ゴルフ場で開催されたゴルフコンペの表彰 山中 RC 石川会員より成績発表がありま

した。参加された会員の皆様、暑い中お疲れ様でした(#^.^#) 

団体戦は昨年に続き 丸岡ＲＣの勝ち!(^^)! 

柿木副会長 

中締め 

山中 RC 中林会長エレクト 閉会のご挨拶 

大きな輪ができました(^^)/ 

手に手つないで 

 


