
 
 
  
 
  

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 11/29 12/20 1/17 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  11/26  12/17 繊協ビル 

福井西 RC 木 12:00～12:30 11/21 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 
 

令和元年１１月１８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 

 

次回の例会  

令和 元年１２月 ２日（月）第 2001回例会 

新入会員卓話 海道 佳秀会員 『（未定）』 

令和 元年１２月 ９日（月）第 2002回例会 

祝事 

委員会の日（グループ毎）  例会後 年次総会 

令和 元年１２月１６日（月）振替休会 
        ↓ 

令和 元年１２月１７日（火）第 2003回例会 

移動例会 「高校生とのＳＤＧｓゲーム大会」 

福井県立丸岡高等学校にて ９：３０～ 

令和 元年１２月２３日（月）年末の為 休会 

令和 元年１２月３０日（月）年末の為 休会 

 

今後の例会予定  

令和 元年１１月１８日（月）第 1999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 

お 客 様   福井県立丸岡高等学校 校長 教頭 
      「サッカー全国選手権大会出場報告」 

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」 

    PDFファイルにて受信しているので、ご覧

になりたい方は、事務局迄。 

  ②2019 年手続要覧  日本語版 事前注文案内 

  ③次年度地区ﾛｰﾀﾘｰ財団 補助金管理セミナー 

開催案内 

 ⇒セミナー出席が、 

2020-21年度（杉本年度）財団補助金を 

申請する際に必須となる「クラブ参加資

格」取得の条件 

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  新入会員卓話 

『経歴と仕事について』 

前川正智 会員 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

例会・宴会とも同じ会場 
小松屋 ３Ｆ鶴の間 



 

  
今日は、「１」が５つ並ぶ令和１年１１月１１日です。寒さが日ごとに増す季節になって

まいりました。 

 先日の土曜日長野県の水害の被災地に 2 回目となるボランティア活動に行って参りま

した。今回は、大洪水で相当なゴミが流れ込んだりんご園のごみ取りをしてきました。住

宅には、被災者住宅支援法という法律があるのでかなりの支援はされるのですが、農家で

すとそのような支援がなく非常に困っておられる被災者の方がたくさんいらっしゃいま

した。長野県はりんごが有名ですが、今年実っているものは全滅で、来年もどうなるかわ

からないと農家の方がおっしゃっていました。「大丈夫だ！来年実ったリンゴは、どんな

出来でも引き受けてあげるから！」と約束してまいりましたので、皆さん方にはご案内い

たしますのでその際には、ご協力よろしくお願いします。 

 また、本日の会報の４ページにも掲載しましたが、我々がお付き合いさせていただいているタイのプラティープ

財団から、22日に日本の台風災害に遭われた被災地被災者のためにチャリティーコンサートを開催すると連絡があ

りました。募金活動での目標額は、なんと 80 万バーツ（約 270万円）だそうです。1日 100円 200円くらいで生活

しているスラム街の人々が大丈夫かなと思いますが、一日一食抜いてでも、募金を集めたいという話でした。今ま

でも東日本大震災や阪神大震災の時に世界で一番早く募金活動をして届けてくれたのはプラティープ財団です。来

週、業務の関係でバンコクへ参りますので、その際に受け取ってきます。20万バーツ（72万円）の募金を丸岡ロー

タリークラブを通じて、被災地支援に充てて欲しいとの要請がありました。他の日本側の義援金受け入れ団体は、

天台宗・立正佼成会・曹洞宗です。会員の皆さんの色々な活動や寄付のおかげで丸岡ロータリークラブとして、プ

ラティープ財団を支えています。今回は日本が困ったからそれをお返ししようと丸岡ロータリークラブに橋渡し役

をお願いして被災地に届けて欲しいと、心温まるお言葉をいただきました。本日の理事会で、どのような使い道が

よいかを議論いたしまして来週報告します。寒い中ですが、温かい気持ちに触れたことを大変嬉しく思います。 

東角 操 会長挨拶                         １１月１１日（月） 

【審議事項】   全て全会一致で承認 

①１２月プログラムについて   【柿木クラブ管理運営理事】  

②タイプラティープ財団からの災害義援金の対応について 

 【東角会長】 

第６回理事会 議事録                       １１月１１日（月） 

日  時 内  容 

12/2（月） 
祝事 

新入会員卓話 海道佳秀 

12/9（月） 
委員会の日（グループ毎） 

例会後 年次総会 

12/16（月） 

⇒ 

12/17（火） 

移動例会 「高校生とのＳＤＧｓゲーム大会」 

福井県立丸岡高等学校にて 

12/23（月） 

12/30（月） 
年末の為 休会 

  

１２月プログラム 

１１月度祝事 

結婚記念日 

11/1   林田恒正会員 
11/4   前川正智会員 
11/5   林田千之会員 
11/7   倉田会員 
11/22  前川徹会員 

音響が使えず、やむなくアカペラでの「結婚記念日の歌」のプレゼントでしたが、

皆さんの心がこもっていて、とてもよい雰囲気でした(^^♪ 

会 員 夫 人 誕 生 日 

11/26  竹吉会員夫人 也寿子様 



  委員会の日                             １１月１１日（月） 

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 柿木 
＜会議内容＞①例会の時間を夜から昼へ戻したらどうか。理事会が終了

するのが遅くなるので、１８時～例会にしたらどうか。 
＜会議結果＞ぜひ、夜間例会のままでという意見はない。昼例会がよい、

または、どちらでもよいという意見が占めた。昼例会に戻すと、若い世代

の会員が辞めるのでは？ 

Ｂｸﾞﾙｰﾌﾟ 上屋敷 竹内 道木  
＜会議内容＞①新入会員卓話の段取りについて②2000 回例会の打合せ 
＜会議結果＞②６テーブル 新会員は各テーブルに配置。全てくじ引き

で席決める。司会：道木委員長、記念撮影はあり。 
  
 Ｃｸﾞﾙｰﾌﾟ 東角会長 林田數一 倉本 水﨑 松井 竹澤 西出 
＜会議内容＞定時制高校と交流する事業について 
＜会議結果＞もちつき交流 １月平日 おろし餅とあべかわ餅 
 昼食時間 機械は、もちっこ２台 餅きり２台 前日米研ぎ、道具搬入

等準備。もち米１５キロ 移動例会として開催（ニコニコ箱） 

Ｄｸﾞﾙｰﾌﾟ 林田恒正 山下 杉本 三寺 瀬野 竹吉 南勝文 
＜会議内容＞①まるおかえがお子ども食堂 ②バツイチ婚活事業 

 ③いじめフォーラム 
＜会議結果＞①県内 24 か所坂井市 2 か所 市内業者より食材提供 
 大人 200 円 高校生以下 100 円 未就学児無料 高椋コミュニティセ

ンターにて開催 「地域共生社会」の考えのもと全国的に注目されて

いる。先日 70 名程度の参加者あり。次回は 11 月 15 日（金）17 時～

19 時 社会法奉仕活動としてＲＣ活動につなげてはどうか？まず、 
参加することから始めてはどうか？ＲＣとしての支援をどのようにしたらよいか？参加を通して食材の提供な

ど支援方法を考えていけばよいのではないか？  
 ②協力要請 会場でのサポート、集計のサポート 会場について２階は狭いので１階でおこなう。自己紹介とフ

リータイムで行う。会員は 16：30 集合 婚活パーティー後も仲人を行っていきたい。以前参加した人に案内し

たら？⇒公に案内のみの方がよい。個別に声かけるかどうか検討 ネットでの募集は開始している ポスターの

配布は今後 
 ③丸岡南中学校、PTA40 名程度教員に説明を行った。今後、他小中学校にも同様に行う予定。 

報告                                 １１月７日（木） 

福井県立丸岡高等学校 「地域活性化に関する学習発表会（ポスターセッション） 竹吉会員より案内 

参加者：東角会長 竹内幹事 水﨑会員                「地域活性化に取り組んでいる方への 
インタビュー活動」後に、県内および全

国における地域活性化の事例を調査・

情報収集を新聞等で行い、「高校生の自

分たちには何ができるか」ということ

を、１年生の生徒が考えてきたまとめ

を、ポスターとして作成していました。

一人一枚ずつ作成したポスターに基づ

いての自らのプレゼンテーションを見 
学してきました。 
生徒たちの瑞々しい感

性に触れて、大いに刺

激を受けました。 



 

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 11 月 11 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 13,000 円 358,000 円 898,000 円 

ロータリー財団 15,000 円 312,800 円 

米山記念奨学会 14,000 円 227,000 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 

11/11 ３６ ２７ ７ ０ ２ 79.41% 

【メーキャップ】11/9 地区国際奉仕ｾﾐﾅｰ 杉本 9/10分 西出 未定分 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １２名 

東角会長 丸岡高校サッカー部全国選手権大会出場おめで

とうございます。皆様、ご支援よろしくお願い

します。 
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 結婚記念日を自祝して。 
下田   先日、正倉院に行ってきました。 
林田恒正 結婚記念日を自祝して。林田千之さんのお世話

で楽しい「うだつのあがる旅!(^^)!」をさせてい

ただきました。ありがとう！ 
倉本   本日は委員会の日 いろいろ検討しましょう 
水﨑   寒くなってきました。風邪には気をつけましょ

う。 
 

委員会報告                   １１月１１日（月） 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １３名 
林田千之 北 下田 林田恒正 山下 東角 水﨑 
竹内  松井 道木 竹澤   竹吉 南勝文 

◆米山奨学会◆     寄付者  １２名 
林田千之 北 下田 林田恒正 山下 東角 
竹内  松井 道木 竹澤   竹吉 南勝文 

松井   前日のゴルフ会、南会員の加入で盛り上がりました。 
道木   寒くなってきました。お体お気をつけて。 
竹澤   今年はわりと暖かいですね。 
竹吉   丸岡高校ＳＤＧｓ等でお世話になっております。 
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 

11/9 国際奉仕セミナー （京都にて）参加報告 西出国際奉仕委員長より（杉本会長ｴﾚｸﾄ同伴） 

①「顧みられない熱帯病（ＮＴＤ）の制圧に向けたＷＨＯの活動と協力事業のご提案」 

                      ・・・講師 WHO西太平洋事務局 技官 矢島綾氏 

感染症の予防蔓延を防ぐには水の生活水の環境改善や生活衛生面を改善することだそうです。

丸岡ＲＣが行った「浄水器の設置」は、予防策に貢献をしているのではないかなと感じました。 

②「長期的に考え世界のニーズにこたえるグローバル補助金の方針と事例」 

・・・講師 地区グローバル補助金委員長 河地 妙美 氏 

近年地区に農業用用水をまた貯水池の設置事業のＳＯＳが多く届いてるそうです。支援の内容も自立に向けた

ものに変化しているのかなと感じました。 

③「国際奉仕事業や国際交流にかかわる青少年保護手続きについて」 

・・・講師 地区青少年奉仕委員長 石原 久歳 氏 

今後ますます青少年関係の保護手続きに関する内容又は資料などが増え、なおかつ、チェックも厳しくなる

とお話をされていました。 

・スタディーツアーに関して「ボランティア申込書」いう資料がありまして、ロータリアンに対する身元保証

人を付けることについて地区の国際奉仕委員長の岡村さんに質問しました。 

⇒納得いく回答はいただけなかった。印象に残ってたのが近年ロータリーの青少年関係の事業中でロータリ

アンによる青少年に関する不祥事が増えているそうです。また他の団体の事業も含めロータリアンの問題

が多いので、予防するために身元保証を明確にしているとおっしゃっていました。 

12/22 バツ婚事業開催について 三寺社会奉仕委員長より 

第 3回目の婚活事業を計画しています。前回好評でしたバツイチ婚を開

催予定です。人気は上々で、募集開始１０日あまりで、男性１４人も集

まりました。ただ残念ですが、女性が若干少なく、今のところ４名の申

し込みです。バツイチの人に声をかけるというのは非常に難しいと思い

ますがどうかご協力のほどお願いいたします。 

★１１/１８現在 申込状況 男性１８名 女性４名 


