
 
 
  
 
  

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 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 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 1/7,28 繊協ビル 

福井西 RC 木 12:00～12:30 12/12,19 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/ 

 

「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２５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 ２日（月）第 2001回例会 

祝事 

新入会員卓話 海道 佳秀会員 『（未定）』 

次回の例会  

令和 元年１２月 ９日（月）第 2002回例会 

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２５日（月） 

 

 

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   東角 操 会長 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

① 

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 

19：10  閉会点鍾 

19：15 写真撮影 

19：20 記念懇親会 

19：25 ナナ・イロ演奏 

開会挨拶  柿木副会長 

乾  杯  南会員 

食事開始 

 引き続き「ナナ・イロ」の演奏を聴きながら 

締めの挨拶 杉本会長エレクト 

「手に手つないで」 川上ソングリーダー 

20：30 お開き 

 

本日の例会  

第 2000回例会 

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～ 

 

 

 

 

お知り合いの方を 
ご紹介ください。 

（特に女性） 



 

  
皆さんこんばんは。本日のお客様は、丸岡高等学校校長河野先生、教頭島田先生、サッカ

ー部の副顧問峰森先生です。本日はありがとうございます。後ほどお話をいただきます。

皆さんもご存知の通り丸岡高等学校サッカー部は、昨年に引き続き全国高校サッカー選手

権大会の出場が決まりました。昨年も勝ち進み上昇気流に乗っていますので、今年は期待

してもいいのかなと思います。ご寄付もどうぞよろしくお願いいたします。私も同窓会長

として、丸岡高等学校を地域の学校として今後も応援し続けていただきたいと、ロータリ

ークラブでも様々な事業をタイアップしています。入学希望者が減少傾向にあり、入学定

員が減らされてる現状があります。スポーツで有名になるとその学校への志望者も増え、

それがまた進学校へと繋がっていくというようなケースが全国的に多くなっています。丸 

岡高等学校もサッカーで名前をもっと広めることによって入学希望者も増やしていけるよう期待しています。是非

とも、皆さんのご支援をお願いしたいと思います。 

 さて、明日からタイへ訪問します。福井県の職員と人材雇用の件でアドバイスとコンサルティングで一緒に参り

ます。その後、カンチャナブリのロータリークラブへ参ります。タイの高校生を丸岡高校、坂井高校へ２週間程度

招聘する杉本年度の国際奉仕委員会事業で、カンチャナブリのロータリークラブからもぜひ一緒に２名を送り出し

たいという話があります。カンチャナブリロータリークラブの方と面談をして、色々なことを決めて来る予定です。

国際ロータリークラブより、海外へ青少年を交換、留学させることを短期、長期にかかわらずに行う際は、必ず、

相手国側のロータリークラブとタイアップするような形をとるよう指導が来ています。現地側のロータリークラブ

との合意的なものが必要になって参りますのでそういったお話もしてまいります。 

 本日は、久しぶりに会員卓話です。前川正智会員の新入会員卓話ですので、最後まで熱心に聞いてあげていただ

きたいと思います。それでは本日もよろしくお願いいたします 

東角 操 会長挨拶                         １１月１８日（月） 

臨時理事会 議事録                        １１月１８日（月） 

 

報告                                １１月１８日（月） 

2020-21 年度 会長ノミニー指名委員会 東角会長より 

丸岡ロータリークラブ事務規定 第１条理事および役員の選挙の取扱い 第１節会長の指名において、「クラブは

下記の方法により次々年度会長指名委員会を設け、委員会は年次総会１ヵ月前の例会において会長候補者を指名し、

発表しなければならない。」に基づき、年次総会は来月の第 2 月曜日を予定していますので、本日２回目の指名委員

会を開催し、会長候補者を指名しましたので、結果を指名委員長の林田恒正パスト会長より 
発表致します。また、承認は、年次総会の際に杉本年度の役員の承認があります。その中で、副会

長として理事に入りますので、同時に承認いただく形になります。 

林田恒正 指名委員会委員長より 

2020-21 年度 会長ノミニーに松井 寛会員（５３歳 Ｈ２７.３.４入会） を指名します。 

ご挨拶                               １１月１８日（月） 

福井県立丸岡高等学校 校長 河野和博様より 

1 回戦は 12 月 31 日 14：10 から駒沢陸上競技

場で、長崎県代表の長崎総合科学大学附属高等学

校と対戦します。皆様のご声援をよろしくお願い

します。 

「タイ・クロントイスラム地区からの募金を台風被害の被災地である長野県穂保地区津野へ義捐金として届ける」

という１１月１１日第７回理事会の決議案件に対して、以下の様な付託決議を行いました。 
 
 

１１月２５日（月） １２月２日（月）の例会時において義捐金を募集致しますので、どうぞご協力をお願い申し上

げます。 

丸岡ロータリークラブとしても、会員からの募金を行い、タイからの募金と合わせて義捐金として届ける。 

 



 

  

新入会員卓話                          １１月１８日（月） 

 
 
 
 

本日は私の経歴と現在の仕事内容についてお話したいと思います。まず私の経歴ですが、

1969 年 12 月 16 日生まれ、来月 50 歳になります。大学を卒業後、1992 年福井市に本社の

ある三谷商事株式会社に就職しました。私は情報システム部に希望を出し、1 か月の情報シ

ステム部の研修後、特販営業部に配属になりました。業務内容は三協アルミニウム工業（現

在は統合により三協立山）のビルサッシ、エクステリア部門の代理店向けに自社開発したシ 
ステムの営業という内容でした。代理店が全国にありましたので、人事部で聞いていたとおり、福井にいるのは月

曜日くらいで火曜日から金曜日までは県外出張という日々を過ごしておりました。サラリーマン生活を 30 歳まで

約 8 年間送ってきましたが、27 歳を前にお見合いにて結婚を致しました。仲人をしていただいたのは、釣部会員

と奥様です。結婚の際には、養子に入りましたので、ゆくゆくは義父の会社に入るのだと漠然と思っていましたが、

結婚後 2 年を過ぎた頃より義父から「もうそろそろいいんじゃない」「30 歳になったらな」と顔を合せる度に言わ

れておりました。皆様ご存知の通りの義父の性格でしたので、その当時の私の心情もご理解いただけるかと思いま 
す。そんな強引な、いや、熱烈な説得により現在の会社に入り、

昨年父が他界後の現在は、会社を引き継いでおります。私の経歴

は以上ですが、次に現在の私の仕事についてお話したいと思い

ます。 
会社名は前川ソーイング株式会社といいます。業務内容は、主 

にカーテンの縫製加工、カーテンの販売をしています。カーテンは、大きく「既製カーテン」と「オーダーカーテ

ン」に分けられます。「既製品」はサイズが何種類かで決まっており、店頭で購入し持ち帰りができる商品です。

「オーダー品」は文字通り窓のサイズに合わせて 1cm 単位で製作するためある程度納期が必要となります。私が

入社した当時の約 20 年前は、既製品を製造しており毎日のように商社からたくさんの生地の反物が入荷してきた

のを覚えています。しかし、徐々に国内消費が鈍り始め、商社も製造拠点を国内から人件費の安い中国などの海外

にシフトし始めました。そんな折、大阪にある輸入家具専門店からヨーロッパから輸入した生地でカーテンを作っ

てほしいと依頼がありました。いざ注文が来ると今まで生地巾 150cm を仕上がり巾 100cm、150cm、200cm と決

まった巾しか製作したことがないのに、もとの生地巾がバラバラの生地から仕上がり巾 95cm や巾 124cm の仕上

がりと言われてもどう作ったらいいのかわからない状態でした。また、運の悪いことに父がたまたま大阪出張の際

にあいさつにと立ち寄ったその輸入家具店で猛烈にお叱りを受け、会社に戻った父からかなり怒られたことを覚え

ております。しかし当時の私としては何が悪くて怒られているのかも分かりませんでした。そもそもオーダーカー

テンについて何の知識もなかったのです。今となっては怒っていた父本人も知識があったかどうかは定かではあり

ませんが。そこでオーダーカーテンの小売業者や出入りしているミシン屋、また縫製加工をしている同業他社から

知識を得ていったのですが、決定的に異なるのは作るための設備が必要ということでした。既製品を作っている設

備だけでは効率的にかつ品質の安定したカーテンは作ることが出来ないのです。そこで設備投資を始めるのです

が、1 台というわけにはいかず、それぞれ役割の異なるミシンなどを導入する必要がありました。今でも記憶にあ

るのはそれらの設備はすべて受注生産品のため高価なもので、設備を導入するたびに資金は大丈夫だろうかとドキ

ドキしたことを覚えております。そのような経験を経て、現在当社ではオーダーカーテンの縫製加工を中心に売り

先も商社から専門店や通販などに移行しております。ではここで当社のカーテンの製造工程を一部ではありますが

ご覧いただきたいと思います。 
以上、つたない話で申し訳ありませんでしたが新入会員卓話

とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 

『経歴と仕事について』 前川正智 会員 （2019.7.1入会） 

            前川ソーイング株式会社（丸岡町長崎） 代表取締役 

製造工程を前川会員がご自身で撮影してくださった映像

を流し説明してくださいました。最新の設備で製造され

ていく様子を皆、一同に、興味深く熱心に見ていました。 

＜会員感想＞一部の仲間から拍手で迎えられ最初は緊張した様子でしたが時には笑いを誘うなど打ち解けた場面

もあり楽しく聞けました。釣部会員と奥様の仲人で結婚したことなど身近な話題も提供していただきました。丸岡

ロータリークラブへのご縁を感じました。                    （文責 倉田 教信） 



 

 

◆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 18 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 15,000 円 378,000 円 918,000 円 

ロータリー財団 19,000 円 331,800 円 

米山記念奨学会 17,000 円 244,000 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 

11/18 ３６ ２８ ６ ０ ２ 82.35% 

【メーキャップ】なし 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １５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。皆さんで応援しましょう。 
竹内幹事 前川会員 本日の卓話よろしくお願いします。 
釣部   前川正智さん 新入会員卓話ご苦労様です。 
林田千之 前川君 今日は楽しみにしています。 
北    前川さん 新入会員卓話ごくろうさまです。 
下田   前川さん 卓話ご苦労様です。 
倉本   新入会員卓話前川正智様 本日は御苦労さまで

す。 
倉田   結婚記念日を自祝して。 
水﨑   丸岡サッカー全国大会頑張って下さい。 
松井   前川会員 卓話ご苦労様です。 

委員会報告                   １１月１８日（月） 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １３名 
釣部 林田千之 下田 東角 倉本 倉田 柿木 杉本 
竹内 松井 道木 竹澤  南勝文 

◆米山奨学会◆     寄付者  １２名 
釣部 林田千之 下田 東角 倉本 倉田 柿木  
竹内 松井 道木 竹澤  南勝文 

前川徹  丸高サッカー全国大会出場おめでとう。 
道木   前川氏 卓話ご苦労様です。 
上屋敷  前川さん 卓話よろしくお願いします。 
竹澤   前川君 卓話よろしくお願いします。 
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 

如何
いか

にいます 父母  

恙
つつが

なしや 友がき  

雨に風につけても  

思いいずる故郷  

 

兎追いしかの山  

小鮒釣りしかの川  

夢は今もめぐりて  

忘れがたき故郷  

こころざしをはたし

て  

いつの日にか帰らん  

山はあおき故郷  

上を向いて歩こう 

涙がこぼれないよう

に 

思い出す 春の日 

一人ぽっちの夜 

 

上を向いて歩こう 

にじんだ星をかぞえ

て 

思い出す 夏の日 

一人ぽっちの夜 

 

上を向いて歩こう 

涙がこぼれないよう

に 

泣きながら歩く 

一人ぽっちの夜 

 

思い出す 秋の日 

一人ぽっちの夜 

 

悲しみは星のかげに 

上を向いて歩こう 

涙がこぼれないよう

に 

泣きながら歩く 

一人ぽっちの夜 

一人ぽっちの夜 

上を向いて歩こう…

… 


