
 

 

  

 

  

福井 RC 木 12:00～12:30 12/19 ユアーズホテル 

福井水仙 RC 木 18:00～18:30 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 12/16 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２８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１１月 ４日（月）祝日の為 休会 

令和 元年１１月１１日（月）第 1998回例会 

祝事 

委員会の日（グループ毎） 

次回の例会  

令和 元年１１月１８日（月）第 1999回例会 

新入会員卓話 前川正智会員 『（未定）』 

令和 元年１１月２５日（月）第 2000回例会 

記念例会  小松屋にて 

18：30～     受付 
19：00～     開会点鐘  例会 
19：15～20：30  記念懇親会 
 「ナナイロ」の演奏を聴きながら食事 

    

今後の例会予定  

令和 元年１０月２８日（月）第 1997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≫ 

なし 

≪その他≫ 

①古城まつり実行委員会より 案内 

②福祉ネットこうえん会より 

  ウイングカップソフトボール大会 御礼 

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 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＞ 

   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） 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

100％出席率を目指しますので、皆さんご出席

お願いします。  ＜出欠締切 11/18＞ 

１０/２９（火） 19：00～ 小松屋にて  

2020-21年度 会長ノミニー指名委員会 

  出席者：パスト会長 ６名 

 東角会長  竹内幹事 

１０/３０（水） 18：00～ 東角建設 会議室にて  

2020-21年度国際奉仕委員会事業 

 第１回準備委員会 

  委員会メンバー 

丸岡ＲＣ：杉本次年度会長、東角会長、 

西出会員、水﨑会員、竹吉会員 

   丸岡高校：教職員２名 

   坂井高校：教職員２名 



 

  
秋が深まり今週の２４日は二十四節気の霜降（そうこう）です。朝晩は冷え込む季節になり

ました。季節の変わり目ですので、風邪をひかないように精進をしていただきたいと思います。 

先日の土曜日に開催されたＩＭにご参加いただいた会員の皆様にはお疲れさまでございまし

た。新会員セミナーには、新人の方 5名参加され非常にためになったかと思います。 

さて、先々週の３連休には、台風 19 号が日本各地を襲いまして甚大な被害を及ぼしていま

す。同じ北信越地区の長野県は千曲川が決壊して氾濫する大きなダメージを受けています。私

が理事長を務める NPO 法人の災害ボランティアネットでは、20日よりボランティアバスを出 

しています。毎日 1台 40人ずつ乗せて１週間続けます。まだ私は参加しておりませんが、情報収集しますと相当な

被害が出てる模様です。まだどれだけの家屋が床上浸水したかもつかめていない状況で、5000 軒とも 10,000 軒と

も言われています。今後、皆さんも何とかしようというお気持ちがございましたら、ご参加いただければと思いま

す。他人事ではなく、九頭龍川、竹田川に時間 60 ミリ、70 ミリの雨が何時間も降ると、同じような状況に見舞わ

れることが考えられます。いざという時のためにも備えをしておいていただければと思います。 

最後になりますが、報告です。八百山会員が先日階段から落ち、足の骨を折って 2ヶ月ほど入院されることとなり

ました。本来ならば、今日は八百山会員の新入会員卓話でしたが、急遽、上屋敷会員が現在取り組んでいるＳＤＧ

ｓについて、入門編のお話をしていただこうと思います。よろしくお願い致します。 

東角 操 会長挨拶                         １０月２1日（月） 

第５回理事会 議事録                       １０月２１日（月） 

【審議事項】   全て全会一致で承認 

①１１月プログラムについて   【柿木クラブ管理運営理事】  

②第 2000回例会について     【柿木クラブ管理運営理事】 

  ・100％出席率をめざす ・記念写真を撮る 

・終了は２０時半  

・乾杯は、チャーターメンバーにお願いします。 

日  時 内  容 

11/4（月） 祝日の為 休会 

11/11（月） 
祝事 

委員会の日（グループ毎） 

11/18（月） 新入会員卓話 前川正智会員 

11/25（月） 第 2000 回 記念例会 

 

１１月プログラム 

ＩＭ                               １０月１９日（土） 

10/19（土）ホスト：敦賀ロータリークラブ  敦賀市民文化センターにて 

出席者：東角会長 竹内幹事  

中島 林田千之 小見山 

林田數一 北 下田 

奥村 林田恒正 

倉本 水﨑 松井 竹澤 

岩田 前川正智 海道 

竹吉 南勝文  会員 

ご参加された皆さん 

お疲れ様でした。 

 



 

  
 

Ｂグループ卓話  担当：雑誌広報ＩＴ委員会       １０月２１日（月） 

『THE SDGs Action cardgame「X（クロス）」』は、 

トレードオフカードとリソースカードの二種類のカードによ

り構成されたカードゲームです。トレードオフカードは SDGs 

の 17 個の各ゴールにおけるトレードオフの問題が描かれており、リソースカ

ードには問題解決のために活用可能な AI やロボットなどの技術や製品、サー

ビス等のリソースが描かれています。ゲームでは参加者全員に同じ枚数のリソ 

スカードを配布。ファシリテーターにより提示されたトレードオフカードに対して、リソースカードを使ってチー

ムで解決策を考え、アイデアをまとめます。ゲームを通じて社会的な課題解決のノウハウを実践的に身につけるこ

とができます。 

実際に＜丸岡版ＳＤＧｓカード＞を作成してみよう！   会員から様々なカードがでてきました。 

★リソースカード★ まちづくり協議会 繊維産業 運動公園 丸岡城 

継体天皇の母（振姫） 細巾織物 子供たちの教育環境 日の出の山々 

蕎麦畑の白い花 教育 丸岡のおいしい「蕎麦」 丸岡まつり お天守 

高齢者 焼肉橋本 新富うどん サッカー こしひかり 

★トレードオフカード★ ①    を解決しようと②    を実践した

ら、③    になってしまった。 

・低学力を解決しようと学力を高めたら、地元を離れて帰ってこなくなってし

まった。 

・人口減少を食い止めようと、世界中からの移住を受け入れたら、言葉や文化

が違い混乱する街になってしまった。 

・交通機関が少ない為、電車、タクシー、バス、代行などを増やしたら、利用

する人が分散し、少なくなり、交通機関の会社がたくさん倒産してしまった。 

・少子化を解決しようと、空き家や公共の宿を無償で市外の人に提供したら、

治安が悪くなってしまった。 

・ゴルフ利用税を無くそうと国会議員に頼んだら、余計にお金がかかった。 

・スポーツ少年団の活性化をしようと全員加入制度にしたら、指導者不足になったり、学習塾と時間がバッティン

グしたりしてしまった。 

・丸岡高校の定員が減っている事を解決しようと世界各国に門戸を開くことを実践したら、住宅問題がおきた。 

・豪雪対策として、主要道路全てに融雪装置を設置したら、稼働後税金が高くなってしまった。 

・いじめ不登校問題を解決しようと保護者が学校運営に口出しできるようにしたら、先生に対する尊敬がなくな

り学校が荒れてしまった。 

・結婚しない人を０に近づけようと親が責任をもって結婚さ

せる条例を定めたら、町外に出る人が増加してしまった。 

・交通渋滞を解決しようと高速道路通勤を実施したら、貧乏に

なってしまった。 

・例会出席率の向上を解決しようと皆さんが進んでメイクアップを試みたら、自例会の出席率が悪化した。 

・空き地が増えている問題を解決しようと空き地を小さい公園にしたら、公園だらけになってしまった。 

・丸岡城を国宝にしようと柱等の調査をしたら、最古でなくなってしまった。 

・高齢化問題を解決しようと関係機関の連携を実施したら、財政問題が起きてしまった。    

上屋敷雑誌広報ＩＴ委員長より 卓話  

『ＳＤＧｓアクションカードゲームⅩ（クロス）って何だろう！』 



 

10/20（日）第４７回ウイングカップソフトボール大会（令和元年度秋季大会） 

 

報告 

県内外から、７チーム９９名の選手が参加 
開会式・閉会式には、杉本会長エレクト、松井理事、瀬野青少年副委員長が出席 
＜主催者よりお礼状＞大会前日は、雷雨に見舞われたものの、当日は、小春日和の穏やかな天
候となり、プログラム通り無事終了することができました。これもひとえに皆様方のご協力、
ご支援の賜物と心より感謝申し上げます。今後とも、お力添えの程よろしくお願い申し上げま
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 

 10 月 21 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 14,000 円 319,000 円 806,500 円 

ロータリー財団 14,000 円 280,800 円 

米山記念奨学会 12,000 円 195,000 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 

10/21 ３６ ２５ ６ ２ ３ 75.76% 

【メーキャップ】10/24 福井RC 金 10/25 福井西RC 倉田 

  10/19  ＩＭ 参加者 ◆ニコニコ箱◆     寄付者  １１名 

東角会長 大変な水害が起こりました。被災地、被災者に

お見舞い申し上げます。 

竹内幹事 本日は理事会です。よろしくお願いします。 

下田   上屋敷さん 御苦労さまです。 

奥村   ＩＭの参加ご苦労様でした。 

林田恒正 ＳＤＧｓカードゲームのご指導をよろしく！ 

山下   上屋敷さん 今日はご苦労様です。岡田さんの

復帰を祝って。即位礼を祝って。 

倉本   敦賀へのＩＭ良かったです。特に川藤元プロ野

球選手のお話が素晴らしかったです。 

水﨑   ＩＭテーマ「青少年の保護」ちょっと考えさせ

られました。「今はそんな時代か！」と。 

委員会報告                   １０月２１日（月） 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １１名 
林田千之 北  下田 奥村 林田恒正 東角 水﨑 

杉本   竹内 竹澤 南勝文 

◆米山奨学会◆     寄付者  １０名 
林田千之 北  下田 奥村 林田恒正 東角 

杉本   竹内 竹澤 南勝文 

前川徹  上屋敷さん 今日はありがとうございます。よろしくお願

いします。 

竹澤   上屋敷さん 頑張って！ 

南勝文  本日もご苦労様です。 

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 

丸岡販売店発行の地域新聞に掲

載されました。 

10/20福井新聞朝刊と共に配布。 

 


