
 

 

  

 

  

「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１２月９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～ 

 

次回の例会  

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１２月 ９日（月）第 2002回例会 

19：00 開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「奉仕の理想」 斉唱 

会長挨拶   東角 操 会長 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

①ＲＩ日本事務局から 2019年 12月のレート 

1＄＝108円（2019年 11月＝108円） 

  ②地区大会「青少年の集い」対象者へ案内 

  ③会員増強維持についてのアンケート 

  ④2019年「規定審議会」の決定を受けての 

アンケート 

  ⑤「地区公示」掲示のお願い 

    2022－23年度ガバナー 

近江八幡ＲＣ尾賀康裕（おがやすひろ）氏 

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  委員会の日 グループ毎 

Ａ-1（プログラム・出席・規定審議・ニコニコ・ 

  職業分類会員選考） 

Ａ-2（会員増強・ロータリー情報） 

Ｂ（親睦活動・公共イメージ） 

Ｃ（ソング・ﾛｰﾀﾘｰ基金・職業奉仕・国際奉仕） 

Ｄ（社会奉仕・青少年奉仕） 

20：00 閉会点鐘   年次総会 

本日の例会  

福井 RC 木 12:00～12:30 12/19 1/16 3/12 4/2 ホテルフジタ福井 1Ｆ 

福井水仙 RC 木 18:00～18:30 1/9 2/27 3/26 福井パレスホテル 

福井あじさい RC 金 12:00～12:30 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  12/17 1/7,28 繊協ビル 

福井西 RC 木 12:00～12:30 12/12,19 1/9 2/6 3/12,26 護国神社社務所 

大野 RC 水 12:00～12:30 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/ 

 

＜新年最初の例会は＞ 

令和 ２年 １月 ６日（月）第 2004回例会 

移動例会 國神神社にて 

 １１：００～ 新年参拝  

詳細は、12/9理事会にて決定します 

 

 

 

 

 

１２月２２日（日） 

社会奉仕委員会事業 

「バツ婚クラブ」 

 一筆啓上茶屋にて 

  １７：００～ 

 

 

 

 

 

申込状況 

12/9 現在 

男性25名 

女性10名 

 

男性は、キャンセル待ちにして

募集締め切りました。 

16：30～ 会場設営・運営・駐車場誘導等の 

お手伝いのご協力お願いします。 



 

  
第 2000回の記念例会が終わり、第 2001回目の例会です。新たなる丸岡ロータリークラブの

世紀が始まったと思います。 

なぜ会長が欠席の時は直前会長が代理になるのか、理由をお話します。会長に指名されると、

年度が始まる前にＰＥＴＳ（Presidents-Elect Training Seminar 会長エレクト研修セミナ

ー）に参加します。各クラブの会長候補者が集まり ＲＩ の決定事項や、ＲＩ会長の方針など

の報告を受けます。ＲＩは各ロータリークラブの連絡調整機関です。点鍾ができるのは、ＰＥ

ＴＳを受講した会長経験者のみと、ＲＩ規約の事項ではなく慣例となっています。 

 さて、先日タイスタディツアーの報告会の中で、タイのスラム街出身の子どもたちが、つら 

い環境の中で生活しているにもかかわらず、なぜ笑顔なのかという疑問がでていたかと思います。私は、タイの子

供たちは「生きる」ことに貪欲だからこそ自然と笑顔になると考えます。戦後の日本も「生きていく」「生きる」

事が喜びだったと思います。現代の日本の子どもたちは、環境が恵まれすぎており、別の不平不満が出てくるので

はないかと感じます。私の会長年度の例会で、「鐘の鳴る丘」の歌を一緒に歌ったことがありますが、あのドラマ

のような内容のドラマを現代の子どもたちに見せるべきだと思います。「生きる」ことについて、皆さんも少し考

えていただき、今後のロータリー活動に役立てて頂ければと思います。 

林田 千之 直前会長挨拶                   １２月２日（月） 

新入会員卓話                            １２月２日（月） 

 
 

 

みなさんこんばんは。本日は卓話の時間をいただきありがとうございます。以前、いじめ解決に

奔走した話をさせていただきました。いじめ問題に関わったことで、いじめる方もいじめられる

方も問題を抱えているということがわかりました。僕自信も中学時代いじめを受けており、地獄

のような日々でした。いじめを受けると傷ついて不登校になってしまう子、苦しんだ挙句自殺す

る子がいます。その一方で人格や存在を否定されても「これは現実ではない」と心を閉ざして現

実逃避をする子もいます。僕は、現実逃避型で、耐え抜くことができたので学校には通っていま 

した。高校進学後は、いじめはなくなりましたが人格を否定され続けた人間はマトモではいられません。社会を恨

み、やる気や希望がなく無気力な人間でした。卒業後は、福井から離れたい一心で京都の予備校で浪人生になりま

した。住むところを変え、環境や人間関係も変えましたが、浪人時代もいじけた性格を変えることができず、自分を

責め続けた結果、病気になってしまいました。ガリガリに痩せてふらふらになりながらも、東京の大学に進学する

ことができました。 

上京後、新宿のホストクラブでナンバー３の先輩とのサークル

での出会いによって人生が変わりました。色々なところへ誘って

くれる先輩と行動し、話し方や仕草などを真似ているうちに、な

んと！僕も女の子にモテるようになってきました。ホストの先輩

から学んだ今日の題目である「モテる方法」をお話します。 

その①「とにかく褒める」 

 女性と話す時には良いところを探して褒めましょう。容姿に良いところが見つからない場合は、服装や持ち物で

もいいです。褒めると言うことはポジティブな言葉が多くなります。「しつけ」と称してダメだしされながら育った

人間は人の悪いところばかり探します。「良いところ探し」を習慣にするには意識して３ヶ月続けましょう。 

その②「聞き役に徹する」 

 モテない男性に話を聞くと「僕は面白い話ができないから会話が苦手」と言います。どうもお笑い芸人のような

話をしなければならないと思い込んでいるようです。面白おかしく話はできなくても聞くことはできます。聞き役

に回れる人が「真に好かれる人」となります。ちなみに自分の事ばかり話す「私が私がおじさん」になると嫌われま

す。自己顕示欲が強すぎて嫌われるのです。寂しさや自信のなさの現れなのですが程々にしないと嫌われます。相

手に質問をしてうなずくことを繰り返すだけで良いという事です。 

その③「相談事を解決しない」 

 女性は、はじめ身を守ろうとしてガードします。心を開くと徐々に仕事の悩みや、人間関係に関する悩みなど、プ

ライベートな相談をするようになります。ここで重要なのが「相談事を解決しない」事です。なぜなら女性は問題解

決を望んではいないからです。女性が求めているのは「同意」なので、魔法の言葉である「わかるわかる」それだけ

言っていれば良いのです。ちなみに男性は「称賛」を求めるので「すごいすごい」と言っていれば良いです。 

＜「とにかく褒める」「聞き役に徹する」「相談事を解決しない」＞モテる人とはこの 3 つをきちんと実践出来る人

となります。 

 

 

『モテる方法とは？』   海道佳秀 会員 （2019.7.1入会） 

              有限会社海道電機 （丸岡町長畝） 代表取締役 



  

 

「いじめ」にあったことにより、人の心を知りたいと思い、心理学を学んだこともありました。しかし、その机上

論よりも、ホストの先輩との出会いが大きく人生を変えました。先輩に出会っていなければ、もしかすると結婚して

子供を育てることもなかったかもしれません。モテない奴が十人集まってもモテません。モテる人間から学ぶとモテ

るようになるのです。 

このように、人はすごいものを持つ素晴らしい人と出会って影響を受けて成長します。僕はロータリーを通じて皆

さんの凄いところを学んでいきたいと思っております。今後ともどうぞよろしくお願いします。 

＜会員感想＞ 

本日は海道会員にモテるポイントを教えて頂きました。夫婦円満、家庭円満にも通じる話でした。会員皆様、是非と

も実践してみてはいかがでしょうか。                         （文責 倉田教信） 

タイ訪問                    １１月２０日（水）～２２日（金） 

 次年度国際奉仕事業  

「タイからの高校生短期留学事業」 

タマウングＲＣとタイアップします 

タマウングＲＣ会長夫妻と

プラティープ財団の 

ラダパン国際部長 タマウングＲＣの

メンバーと懇談し

ました。 

参加する子供たちが

通う学校の教頭先生

との意見交換をしま

した。 

参加する生徒 8名の内 6名 

８月に丸岡 RC が寄贈した

消防自動車を福井県副知事

櫻本氏が見学されました。 

福井県のタイでの

介護人材育成事業

において、福井県と

プラティープ財団

との覚書締結式に

立ち合いました。 

タイ国クロントイスラム街 スラムの子らが開いた 

「日本の台風・洪水被災者救援コンサート」にて集まった 

募金７０万円を受け取りました。 

丸岡ＲＣ 会員より募金  ４万円 

     特定資産より ２６万円 を合わせて 

１００万円を被災地である 

長野県穂保地区津野へ届けました。  

      



 

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 12 月 2 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 25,000 円 432,000 円 972,000 円 

ロータリー財団 24,000 円 372,800 円 

米山記念奨学会 24,000 円 285,000 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 

12/2 ３６ ２６ ７ ０ ３ 78.79% 

【メーキャップ】 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １９名 

竹内幹事 誕生日を自祝して！（自粛して？！） 

中島   2000 回例会を欠席して。 

林田千之 海道君 お話楽しみにしています。 

下田   海道さん 卓話ご苦労さまです。 

金    いよいよ師走。インフルエンザ（Ａ）患者も出

ています。ご用心！ 

奥村   海道会員 卓話ガンバって下さい。 

林田恒正 海道さん 卓話楽しみにしています。 

山下   モテる男のお話たのしみです。 

倉本   新入会員海道様 卓話有難うございます。モテ

る方法とは 興味あります。 

倉田   海道会員 卓話よろしくお願いします。 

柿木   妻の誕生日を自祝して。海道さん 卓話よろし

くお願いします。 

松井  誕生日を自祝して。 

 

委員会報告                   １２月２日（月） 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １５名 
中島 林田千之  北 下田  金  林田恒正 山下 

倉田 杉本 竹内 松井 川上 竹澤 竹吉  南勝文 

◆米山奨学会◆     寄付者  １５名 
中島 林田千之  北 下田  金  林田恒正 山下 

倉田 杉本 竹内 松井 川上 竹澤 竹吉  南勝文 

前川徹 海道君 卓話楽しみにしています。がんばってください。 

瀬野  海道会員 卓話宜しくお願いします。結婚記念日・誕生日を

自祝して。 

川上  今月お誕生日の会員の皆様おめでとうございます。 

竹澤  中曽根元首相の死を悼んで。海道君 卓話楽しみです。 

西出  海道さん 卓話宜しくお願い致します。 

竹吉  海道会員 本日の卓話ごくろう様です。 

南勝文 本日もご苦労様です。誕生日を自祝して。（自粛して？！） 

 

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 

１２月度祝事 

会 員 誕 生 日 

12/1  南 勝文会員 47 

12/5  松井    会員 54 

12/9  瀬野    会員 47 

12/16  前川正智会員 50 

12/28  竹内  会員 49 

 

結婚記念日 

12/2  瀬野会員 

12/2  中村会員 

会 員 夫 人 誕 生 日 

12/11 柿木会員夫人 まり子様 

12/19 海道会員夫人 真寿栄様 

 


