
 

 

  

 

  

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

福井水仙 RC 木 18:00～18:30 10/24 11/28 福井パレスホテル 

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

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

福井南 RC 火 12:00～12:30  10/29  11/26  12/17 繊協ビル 

福井西 RC 金 12:00～12:30 11/7,21 12/12,19 護国神社社務所 

大野 RC 水 12:00～12:30 11/20 12/18 大野商工会議所 

 

ビジター受付のみ実施日     詳しくは https://rid2650-pub.com/ 

 

「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１０月２１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２８日（月）第 1997回例会 

米山奨学生卓話 『私の人生を変えた日本』 

 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 伊藤彰様(福井 RC） 

次回の例会  

本日の理事会後、決定します。 

今後の例会予定  

令和 元年１０月２１日（月）第 1996回例会 

19：00 開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「我らの生業」 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新世代育成基金補助金 審査結果 

事業：論語のすすめ 交付金額：120,000円 

  ②2018-19年度財団補助金 年次財務調査報告 

  ③著作権や肖像権などに配慮した広報活動を 

お願いします。 

  ④2020年度決議審議会への決議案提出の案内 

  ⑤2019年 10月 RIレート 1ドル＝108円 

（ご参考：2019年 9月＝106円） 

  ⑥ポリオ根絶活動募金のお願い 

  ⑦財団室 NEWS 2019年 10月号 

  ⑧2020学年度米山奨学生の世話クラブ引受に 

ついてのアンケートのお願い 

  ⑨ローターアクト「RAC ニュース」 

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 Ｂｸﾞﾙｰﾌﾟ卓話  担当：公共イメージ 

   『ＳＤＧｓカードゲームをやってみよう！』 

  上屋敷貴紀 雑誌広報ＩＴ委員長 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

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 

 

例会場移転・例会日変更  

 ＜福井西ＲＣ＞ 

新例会場：福井県護国神社 白鳳会館２階 

     11/1 以降 

 新例会日：毎週木曜日 12：30～13：30 

例会場変更  

 ＜福井ＲＣ＞ 

新例会場：ザ・グランユアーズフクイ 

 ３Ｆ天山の間（ホテルフジタ福井内 

      11/7 以降 

 

 



 

  
本日は、第 1994 回例会で、来月には第 2000 回を迎えます。重い年月をたどっていると感じま

す。本日のお客様は、福井東ロータアクトクラブ会長牧野様と幹事中嶋様です。また 8 月の終わり

に行われましたスタディツアー2019 に参加された丸岡高校の高校生 9 名と浦先生、南先生です。

皆様、ご出席ありがとうございます。 

まずは、ご報告です。事務局の岡田さんは、18 日に手術をし、24 日に退院しました。手術後 20

日にお見舞いに参りましたが、元気で、術後の経過も非常に良いとお聞きました。出勤したいと連 

絡ありましたが、しっかり静養するようにと指示をいたしました。会員の皆様にはご不便をおかけいたします。来

月 15 日から出勤します。また、先日三国ロータリークラブ 45 周年記念式典祝賀会に竹内幹事と共に出席させてい

ただきました。 

本日の例会行事は、スタディツアー2019 に参加した高校生達による報告会です。今年は一年生が多いので、心配

をしていた部分もありました。私が 1 日遅れて現地に到着した際は、食あたりで泣きそうな顔の子もいたし、泣き

そうな先生もおられました（笑）帰国後の学校生活では今までと違って積極的に明るくなってきたという事も聞い

ております。今後の生徒たちの活躍が期待できるものと思っております。広報の一環としてケーブルテレビの来月

号の雑誌に消防自動車の寄贈と合わせてスタディツアーの記事が 1 ページにわたって掲載されます。 

9 月 8 日には、ローターアクトの日がありまして林田青少年奉仕委員長をはじめ、竹吉会員、西出会員、今日お見

えの先生と生徒が参加されました。今日お見えの牧野さん、中島さんにお世話になりました。我々の活動をお聞き

になられローターアクトとして興味があるということで今日はお越しいただきました。こういった活動の延長線上

にインターアクトがあります。また皆さんも頭に入れながらロータリークラブ活動をしていただきたいと思います。 

本日もよろしくお願いいたします。 

東角 操 会長挨拶                         ９月３０日（月） 

早いものでもう 10 月です。 肌寒い季節になりました。台風が来るのが予測されており、荒れ

た週末をまた迎えてしまうのかなと心配しています。皆さん十分お気を付けください。 

 21 日にタイのタクワパーロータリークラブの 10 周年がありました。私の名代で山下パスト会

長に、参加していただきました。スタディツアーやグローバル補助金事業で一緒に取り組んだクラ

ブです。今後は、若い世代に国際奉仕活動を通じながらグローバル的視野をどんどん高めていただ

きたいと思います。 

道木会員が、長い間闘病生活を送ってこられ、合わせて身体全体のリストアもしてこられたということで、一層

以前よりクラブ活動をしていただけるものと期待をしています。よろしくお願いいたします。 

 上屋敷会員が、金沢工業大学にてＳＤＧｓのアクションカードゲームの認定ファシリテーター研修を受けてこ

られました。ぜひ、彼に中心になってもらってＳＤＧｓの考えをクラブに広めていただきたいと思います。また丸

岡高校と共同で新しいカードを作ろうと、取り組みを始めます。 

本日は、10 月の祝事があり、私の妻の誕生月です。昨年自宅を新築した際、妻のたっての希望で部屋を別にされ

ました。しかし、今日は誕生日なので、「おめでとう」を言うのと合わせて部屋に忍び込んでみようかなと思います。 

では、本日は、３回目の委員会の日です。宜しくお願い致します。 

東角 操 会長挨拶                         １０月７日（月） 

１０月度祝事 

会 員 誕 生 日 

10/2 小見山会員 75 

10/22 柿木会員    60 

10/23 林田千会員 81 

10/27 杉本会員   60 

 

会 員 夫 人 誕 生 日 

10/3   三寺会員夫人  恭子様 

10/14  奥村会員夫人  秋子様 

10/17  東角会員夫人  恵子様 

10/20  川上会員夫人  尚代様 

 

結婚記念日 

10/7  釣部会員 

10/8  西出会員 

10/20  山岸会員 

10/23  川上会員 

 



 

  
Ｃグループ卓話  担当：国際奉仕委員会           ９月３０日（月） 

 司会：水﨑国際奉仕副委員長 

参加した高校生、一人一人が体験して感じたこ

とを語りました。成長した様子に感心しました。 

西出国際奉仕委員長より 

訪タイしたのは、今回 4 回目です。毎回全く違う気付きがあります。今回のスタディーツアーには

一つの目標を持って参加しました。里親制度を利用してタイの子供達を支援しています。里親にな

ると里子自身の施設に入った経緯、家庭環境や成績、生活態度等年に 2 回程度連絡があります。皆

さんご想像どおり、家庭環境は、劣悪です。それを承知で、今回里子に会った際に「なぜいつも笑

顔でいるの？」と質問をしました。里子の１０歳の女の子は「いつも楽しくて笑顔でいるわけでは

ありません。私が笑顔でいると周りも笑顔になり、それを見ていると私も幸せになるから」と答え 

ました。この言葉を聞いたとき私は少女の手を握ったまま頷くのが精一杯でした。高校生一人一人が感じたこと

や、この経験後の生き方を発表したように、このツアーは、参加者それぞれに新たな気づきがあり、自分を見直す

きっかけを僕は与えてくれてると思います。丸岡ＲＣのこの活動の素晴らしい経験と学びを活かして、奉仕の和を

広げ身近な方々から地域に広げて平和な世の中になるように取り組んでいきたいと思います。 

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 前川徹 

①入会申込書の形式②会長経験者とパスト会長を統一③第１条（1）「就任年度順に」の後に「さかのぼる」といれ

たらどうか。④（ｂ）表彰の対象を入会からではなく、２年目、３年目から会出席者も対象にしたらどうか。⑤皆

出席について 実際に例会出席は６０％明治必要メーキャップ １年友好の見直しが必要では。⑥第７条（ｂ）「国

際大会は、個人負担となっているがタイへの交通費を一部部負担したらどうか。⇒国際奉仕活動に参加する時はそ

の都度理事会で個人負担などを協議する。 以上、皆さんの意見をクラブ細則に反映し、まとめたものを１度提出。  

Ｂｸﾞﾙｰﾌﾟ 上屋敷 道木 岩田 前川正智 竹吉  

＜会議内容＞ＳＤＧｓについて 

＜会議結果＞10/25（金）から毎週カードゲームの参観可能 

 ⇒ ２月下旬には、英語でゲームをすることが最終目標 

 丸岡高校にて） ★グループでゲームを実行 

           （会員でやってみました！） 

ってみました！）  

 
Ｃｸﾞﾙｰﾌﾟ 東角会長 林田數一 倉本 水﨑 松井 川上 竹澤 西出 

＜会議内容＞①定時制高校の生徒の心を開く目的でＢＢＱをしながら交流する事業について 

＜会議結果＞①春頃に開催予定②ＢＢＱ、フリーマーケット開催、在住外国人と共に料理をし、食す、大鍋、餅つ

き、などの企画案。③買い出し、材料選び、道具の調達等を生徒と共に。チラシを作成する。⇒一緒に準備作業す

ることで、交流し自主性、協調性、コミュニケーション能力を向上させる。 

Ｄｸﾞﾙｰﾌﾟ 林田恒正 山下 三寺 南勝文 

＜会議内容＞いじめフォーラム開催について 

＜会議結果＞①開催時期 検討する ②講師 林田青少年奉仕委員長が検討中 

委員会の日                              １０月７日（月） 

8/30 タイバンコクで、中古消防自動車の寄贈

式典がありました。 



 

◆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 30 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 23,000 円 272,000 円 759,500 円 

ロータリー財団 30,000 円 245,800 円 

米山記念奨学会 20,000 円 162,000 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 

9/30 ３６ ２７ ３ ６ １ 77.14% 

10/7 ３６ ２９ ３ ２ ２ 85.29% 

【メーキャップ】9/24  福井南RC 倉田 9/10分 

10/11  福井あじさい 福井西RC 倉田 

◆ニコニコ箱◆     9/30寄付者  １７名 
東角会長 スタディツアーに参加された高校生の皆さんご

苦労さまです。 

竹内幹事 スタディツアー報告会よろしくお願いします。 

釣部 林田千之 下田 金 林田恒正 山下 倉本 

水﨑 柿木 松井 川上 竹澤 西出 八百山 南勝文 

 

委員会報告            ９月３０日（月）１０月７日（月）  

◆ロータリー財団◆   9/30寄付者  １６名 
南 釣部 林田千之 北  下田 金  林田恒正 東角 

倉本  水﨑 竹内 松井 川上 竹澤 八百山 南勝文 

◆米山奨学会◆     9/30寄付者  １４名 
釣部 林田千之 北  下田 金  林田恒正 倉本 

水﨑 竹内 松井 川上 竹澤 八百山 南勝文 

◆ロータリー財団◆   10/7寄付者  １３名 
林田千之 下田 林田恒正 山下 東角 倉田 水﨑 

竹内 松井 道木 竹澤 竹吉 南勝文 

◆米山奨学会◆     10/7寄付者  １２名 
林田千之 下田 林田恒正 山下 東角 倉田 竹内 

松井 道木 竹澤 竹吉 南勝文 

釣部 林田千之 北  下田 金  林田恒正 倉本 

水﨑 竹内 松井 川上 竹澤 八百山 南勝文 

 10 月 7 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 33,000 円 305,000 円 792,500 円 

ロータリー財団 21,000 円 266,800 円 

米山記念奨学会 21,000 円 183,000 円 

 

◆ニコニコ箱◆     10/7寄付者  １７名 
東角会長 秋も深まりました。会員の皆様には、お体に気を

付け、仕事に、ロータリークラブ活動に邁進して
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。 

林田千之 小見山 下田 林田恒正 山下 倉本 倉田 

水﨑 松井 前川徹 道木 川上 竹澤 竹吉  南勝文 

   

 

ＳＤＧｓアクションカードゲームⅩ（クロス） 

カードゲームの認定ファシリテーター研修 

上屋敷公共イメージ理事参加 

10/5～6 金沢工業大学にて 

ＳＤＧｓの 17 の目標を理解するためのカードゲームで
す。ゲームをしながら、問題に対してどういった解決策
を行うべきかを面白楽しく考えるものです。このゲーム
は、金沢工業大学の学生と俳優の伊勢谷友介さんが経営
されてるリバースプロジェクトとの共同開発のゲーム
です。もう既にプレイされた体験人数は 15,000 人以上、
65 カ国を超えています。おそらく 2030 年までに全世界
的に広がっていくと感じてます。現在日本にはあと二つ
カードゲームがあり、それも認定ファシリテーターの資
格を持った人が広めることができます。 
今年の年度方針にある「ＳＤＧｓの理解とその推進」に
対して今後活用します。丸岡高校では既にこれに取り組
んでおり、最終目的がオリジナルのカードを作り、ゲー
ムを通して、地方の問題に取り組み資源を活用しアクシ
ョンを起こせるかというところまで追及したいです。11
月を目途に生徒がオリジナルカードを作成し 12 月に
は、丸岡ＲＣの会員と生徒でゲームをし、ＳＤＧｓにつ
いて理解したいと計画しています。 

タイ タクアパ RC 創立１０周年パーティ 

9/10 山下パスト会長参加  

バンコクの空港にバーンタームナムチャイ
財団で成長した子供達が迎えにきてくれま 
した。以前、タイを訪れたときに接した子供達で、私の
ことを覚えていてくれました。タイは、非常に教育熱心
で、また人前で怒りません。そして自己犠牲精神が強い
です。西出委員長が、先日の例会でも感心したと言う周
りを楽しくさせるために自分は笑顔でずっといたいとい
うのも、自己犠牲精神だと思います。非常に大らかで、
寛容性があります。 
タクアパ RC の 10 周年パーティでは、お祝いを述べて、
丸岡ＲＣからの祝い金を渡してきました。また東角会長
から託された挨拶も述べました。タイとの交流は、今後
も続けてほしいというのが私の願いです。 

8/19就職模擬面接会 生徒の感想報告 

竹澤職業奉仕委員長より 

坂井高校の出口先生から生徒さんの意見等頂き 
ましたので報告します。 
＜良かった点＞ 
①本番さながらの緊張した雰囲気で練習ができた。 
②先生との面接練習では味わえない緊迫感だった。 
③グループ面接だったので他の人の回答を聞くことが
でき、参考にしたい。また、自分の未熟さを痛感でき
た、励みになった。 

④練習時とは違う質問をしてもらえて良かった。 
⑤一人一人にアドバイスを頂けたので改善すべき点が
はっきりした。 

⑥苦しみながらも答えることができて自信がついた。 
＜改善してほしい点＞ 
①同時に複数の質問があると混乱してしまう。 
②面接官の方の助言がとても長く質問が少なかった。 
③時間をもう少し伸ばしてほしい。 
④面接の合間合間に助言を頂けるのはありがたいが、緊
張感が少し失われてしまった 

⑤評価シートがメモ書き程度や点数だけであった。何人
かの面接官の方はコメントをしっかり書いてくれた
が、出来れば全員の方にコメントを頂きたい。 

継続事業だからこそこうやって検証していくことが大
切だと私は考えます。参考になさってください。 

お見舞い御礼と報告 道木会員より 

５月の連休すぎに塀から落ちて怪我をし、２
か月以上入院していました。長い間例会をお
休みして、ご迷惑をおかけしました。また過 
分なるお見舞いをいただきまして、ありがとうございま
した。初日の固定の手術後、プレートを入れる再手術の
前に、血栓がないかの検査をしました。その際に、腎臓
に悪性の腫瘍が見つかりました。腎臓や膵臓の癌は、症
状が出たときは遅いらしいです。初期で見つかったの
は、不幸中の幸いでした。皆さん、健康診断は大切です。
私は、こうして元気になりましたので、皆さん今後とも、
どうぞ宜しくお願い致します。 


