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本日出席会員 35名 

 メークアップ（前々回）11名 

 出席率（前々回補正） 71.15% 

「君が代」斉唱 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

 

会長挨拶 第 66 代会長 三村昌之          

こんにちは、2 週間ぶりの例会に

なりました。この間に 2 つの大事な

イベントがありました。 

まず、11 月 1 日(金)午前 10 時か

ら、駅前の「市民プラザたけふ」の

オープン記念式典があり、福井新聞

にも載りましたが「てんぐちゃん広

場」という全天候型遊び場を管理す

る NPO法人子どもセンターピノキオ(安藤スミ子代表)に木製

積み木「KAPLA」、竹馬、安全マット、時計など 61 万円ほどを

寄贈しました。これは今年度の目玉事業でもある「地域の子

どもを支えよう」

という重点事業

計画の実行になります。今後、11 月 30 日には例会と「KAPLA」

のワークショップをこの「てんぐちゃん広場」で行いますの

で皆さん奮ってご参加のほどお願いいたします。ちなみにこ

の「市民プラザたけふ」の 4階に、来年 5 月に「ハローワー

ク武生」が移転します。市は改修を含め総事業費 4,11 億円を

掛けるそうです。 

また 11 月 9 日(土)には令和元年度の「しくら賞授与式」

がパレットホールで行われました。現在は紫式部顕彰会、武

生 RC、武生 LC、武生セントラル LCの 4 部門があり、今年は

紫式部顕彰会が主管となり石川浩会長が取り仕切っており 

ました。去年まで主催者の一員であった武生府中 RC は今年

度から「生徒に優劣をつけるのは好ましくなく選考する先生

方にも負担を掛ける」という理

由で辞退されています。武生 RC

からは、リーダーシップ部門賞

（1962 年より顕彰され第 58 回

目）「学業に秀で、リーダーシッ

プを発揮した最高学年の男子（1 名）」を、市内小中学校 25 校

の中で該当者無しの坂口小学校以外の 24校 24人の男子生徒

に授与いたしました。青少年奉仕委員長の矢尾会員に、名前

呼出し係として活躍して頂きました。 

最後に重要なニュースとして、一昨

日 10日午後 3時から天皇陛下の即位を

祝うパレ

ード、「祝

賀御列の

儀」が行

われまし

た。皇居宮殿を出発して赤坂御所までの約 4.6 キロ、約 30分

のパレードでしたが、沿道には約 11万 9000 人以上が集まっ

たそうです。越前市の人口を超える人数です。10 月 22 日「即

位礼正殿の儀」の後に予定されていながら台風により延期さ

れたパレードもこれで終わり、今年春から続いた皇位継承に

伴う国の儀式はすべて終了したそうです。今日は 11 月の第

一例会、ロータリー財団月間でもあります。宇野晃成財団委

員長からのお話と、有定静子新入会員卓話、よろしくお願い

します。 

プログラム                  

ロータリー財団について 

          宇野晃成ロータリー財団委員長 

まず本日配られました

ロータリーの友には、ロー

タリー財団月間というこ

とで特集がありますので、

ぜひ皆さんお読みいただ

きたいと思います。ロータ
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リー財団の寄付は 3 つの分類があります。年次基金は地区や

海外で実施されるロータリー財団の活動、恒久基金は投資さ

れ収益の一定の割合がロータリー財団の活用に、ポリオプラ

ス基金はポリオ根絶のための活動に、それぞれ使われていま

す。寄付金の使われ方ですが、地区補助金、グローバル補助

金、ポリオプラスとあり、クラブの活動で地区補助金を利用

する場合は各地区財団委員会、グローバル補助金は「My 

ROTARY」の補助金申請ツールから申請します。ロータリアン

の寄付金は、3 年プールされたのち、シェアシステムにより、

国際財団活動資金（WF）と地区財団活動資金（DDF）に 50%：

50%でシェアされます。RID2650・DDF の活用情報ですが、2018-

2019年度としては、354,678ドルとなっております。RID2650・

クラブ年次寄付実績が公開されております。武生 RC としま

しては、1 人当たり 165 ドルです。（目標 180 ドル）その隣に

地区補助金として受け取れるだろう額があります。武生 RCは

4125 ドル活用することができます。今年度、子供学習支援事

業 4156 ドルをカプラのワークショップに使用いたします。

ワークショップの参加、ロータリー財団寄付もお願いします。 

新入会員卓話                  

「会社の歴史」          有定静子会員 

 国府印刷社は、昭和 55年に設立、今年で 38年になります。

越前市は保守的な地域で、女性経

営者で当初は色々ありましたが、

現在に至っております。事業内容

は商業印刷物全般をしておりま

す。事業者は、本社工場、第二工場、

東京の神田と大阪に支社がありま

す。グループ会社としてクロスフ

ィールド㈱があり 7 名が在籍して

おります。取扱品目は、◆商業印刷

物、◆ダイレクトメール発送や宛

名印字、◆ノベルティグッズ、◆電

子書籍、電子カタログ、AR 等とな

っています。印刷機やカッ

トする機械についてもいろ

いろな機械を取り揃えてお

ります。私が女性経営者で

したので、出来るだけ外注

せずに自社で出来るように

したいということもあり、

そのようにしております。デザイン、製作スタッフも多数い

ます。越前市で東京の仕事をしようと思いますと紙の倉庫が

必要になっています。東京のプリントショップ DECO ではお

客様がすぐに印刷できるようなシステムになっています。

元々は冊子物が中心でしたが、今は超短納期に対応した業務

をしています。電子書籍ポータルサイト、福井イーブックス

も運営しています。http://www.fukui-ebooks.jp/ 

会員記事                    

11月誕生日お祝い・・・2名 

笠 原   章 68才  柿 谷 好 彦  54才 

11月結婚記念日お祝い・・・11名 

辻岡俊三・里 枝 52 年 

竹内紀昭・悦 子 52 年 

奥村 忠・恭 子 46 年 

西藤浩一・いずみ  42 年 

蔭山雅一・周 子 40 年 

三田村士郎・郁子 34 年 

田中大成・智 子 33 年 野田義弘・佳代子 30 年 

三田村久光・江美子 30 年 藤本幸紀・さゆり 28 年 

西本久美子・将和  19 年 

ニコニコ箱・・・ 58,000 円 累計 619,000 円   

・有定会員、新入会員卓話よろしくお願いします。 

【三村昌之】【河合敏一】 

・結婚記念日自祝    【辻岡俊三】【竹内紀昭】 

【奥村忠】【三田村士郎】【西藤浩一】 

【三田村久光】【藤本幸紀】【西本久美子】 

・財団のお話をさせていただきます。12/22 生徒達 

 が都大路を走ります。       【宇野晃成】 

・訳ありまして本日の理事会出席できませんでした。 

 有定さん卓話よろしくお願いします。【宮前貴司】 

・誕生日自祝 本日の例会出られなくて申し訳あり 

ません。長男が 11 月 2 日に結婚しました。 

                 【柿谷好彦】 

・本日は会社の宣伝をさせていただきます。 

                  【有定静子】 

・すみません、少し早退します。    【奥村 充】 

例会変更情報／福井県内ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付（11 月 20 日～12 月 3 日） 

11 月 21 日  福井西 RC  12:00～12:30  護国神社左側の社務所 

11 月 21 日 武生府中 RC 12:00～12:30  

ＪＡ越前たけふ農協会館 2 階事務所 

11 月 26 日  福井南 RC 12:00～12:30    繊協ビル正面玄関 

11 月 28 日 福井水仙 RC 18:00～18:30    福井パレスホテル 

11 月 29 日  福井あじさい RC  12:00～12:30  ﾎﾃﾙﾘﾊﾞｰｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ 

＊変更の無い各クラブの定例例会については、ロータリーの

友ホームページ等にてご確認ください。 

 

本日(11月 19日)例会    11月 26日→30日 

移動例会 

大江戸別館 12：00～ 

KAPLAワークショップ 

12月 3日 

第一例会行事 

年次総会 

新入会員卓話 市川隆成会員 

12月 10日 

 

   休 会 

ゲスト卓話 

ふくい働き方改革推進支援 

センター 野﨑利江氏 

http://www.fukui-ebooks.jp/

