
 
 
  
 
  

「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２年１月２０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２年 １月２４日（金）第 2006回例会 

     １月１３日（月祝）との振替 

「定時制高校生コミュニケーションスキルアップ」 

職業奉仕委員会事業 

   福井県立丸岡高校 定時制にて 

   9：00      例会開会点鍾 

   9：20～12：20  作業＆食事 

＜事業内容＞生徒と一緒に、餅つきと

豚汁作りをすることにより、生徒たち

と話をし、生徒の心を開かせ、コミュ

ニケーション能力をアップさせる 

次回の例会  

令和２年 １月２７日（月）第 2007回例会 

小松屋にて １７：３０～受付 

移動例会   １８：００ 開会点鍾 

「後期に向けて」各理事より 

 新年会   １９：００～２１：００ 

今後の例会予定  

令和２年 １月２０日（月）第 2005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   東角 操 会長 

御礼挨拶   福井県立丸岡高等学校 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

①ＲＬＩ卒後コース 案内 

2/23 ガバナー事務所にて 

②「ロータリー希望の風奨学金」支援の御礼 

12/25 特定資産より ５万円送金 

③ホノルル国際大会・日本人親善朝食会 案内 

④米山奨学金下期普通寄付金のお願い 

⑤2018-19 年度職業奉仕講演会報告書 

≪他クラブより≫ 

①創立５０周年式典の招待状 福井南 RC より 

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  Ｄグループ卓話 

担当：会員増強・退会防止委員会 

パネルディスカッション 

     『女性会員を増やすためには』 

20：00  閉会点鍾 

本日の例会  

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

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

福井北 RC 水 12:00～12:30 2/19 ホテルフジタ１F 

三国 RC 金 12:00～12:30 1/31 2/28 三国観光ホテルフロント 

福井南 RC 火 12:00～12:30  1/28  2/4 繊協ビル 

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

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火 18:00～18:30 2/4 3/10 ホテルフジタ福井 1Ｆ 

福井あじさい RC 金 12:00～12:30 3/13 4/10 リバージュアケボノ 

 

ビジター受付のみ実施日    詳しくは https://rid2650-pub.com/ 

 

＜パネリスト＞ 

福井 RC    前川 小百合 様 
福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 田中 美里  様 
福井東 RC   山内 喜代美 様 
鯖江 RC     佐野 直美    様 

＜お客様＞ 
福井東 RC   幹事 池田 一博 様 

校長 
 河野先生 

サッカー部 
顧問  
小坂先生 

 



 

  
新年あけましておめでとうございます。 

皆様には、お家族お揃いで、ご健勝にて新しい年をお迎えのこととお喜び申し上げます。

昨年中は、ロータリー活動にご尽力賜り、また、当該年度の会長方針にご協力ご指導賜り

厚くお礼申し上げます。私の任期は、あと 6か月ですが、何卒ご指導ご協力を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

さて、今年は、日本での 2 回目のオリンピック開催ということで、経済的にも文化的に

も大きな節目の年になると思います。人口減少・高齢化社会による担い手不足が進む日本

において、このオリンピックにより益々グローバル化が進み、外国人観光客だけでなく就 

業者、消費者の増大が一段と進むものと思われます。我々は、持続可能な変化を生むために人びとが手を取りあっ

て行動する世界を、目指すグローバルネットワークとして、多様性を重んじ、年齢、民族、人種、肌の色、能力、

宗教、社会的地位、文化、性別、性的指向、性自認にかかわらず、あらゆる背景をもつ人の貢献を称えながら、生

きていく必要があることを確信する一年にしていきたいと考えます。 

結びに、会員各位には、お身体には十分ご自愛いただき活動していただきますようご祈念申し上げて年頭のご挨

拶とさせていただきます。 

 

 

東角 操 会長挨拶                       １月６日（月） 

ガバナー月信１月号 会長より紹介 

【審議事項】   全て全会一致で承認 

①２月プログラムについて   【柿木クラブ管理運営理事】 

②1/24 丸岡高校定時制生徒のコミュニケーション 

スキルアップ事業について  【杉本奉仕プロジェクト理事】 

⇒１/１３の振替で移動例会とする 

③１/２７新年会について    【柿木クラブ管理運営理事】 

④「まるおかえがお子ども食堂」支援事業について 

【林田青少年奉仕竹内幹事】 

 ⇒５年間を目途に。支援額は初年度１０万円 次年度～３万 

第８回理事会 議事録                         １月６日（月） 

日  時 内  容 

2/3（月） 
祝事 

委員会の日  

2/10（月） 
新入会員卓話 

八百山正栄会員 『（未定）』 

2/17（月） 
外部卓話 

 櫻川幸夫様（福井南 RC） 

 『明智光秀について』 

2/24（月） 祝日の為 休会 

  

２月プログラム 

２月１７日（月） 福井県下ＲＣ 会長幹事会 丸岡ＲＣがホスト役です 

受付 １４：３０～  会議 １５：００～１７：００ ＜終了後は通常通りの場所・時間で例会＞ 
場所：いきいきプラザ霞の郷温泉 多目的ホール 



 

  

新年参拝                           １月６日（月） 

 

神様の前で、幸せいっぱいの笑顔にて、記念撮影(^○^) 
《今年も一年、健康で、商売繁盛。 会員３４名全員に

とって、すばらしい年になりますように。 
丸岡ロータリークラブの活動が活発になりますように。 



 

 

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 1月 6 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 42,000円 487,000 円 1,027,000円 

ロータリー財団 22,000円 408,800 円 

米山記念奨学会 23,000円 332,000 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 

1/6 ３４ ２８ ４ ０ ２ 87.50% 

【メーキャップ】 なし 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  ２４名 

東角会長 皆様あけましておめでとうございます。本年も

よろしくお願いします。 
竹内幹事 本年もよろしくお願いします。 
中島   今年 1 年元気で暮らせるよう。 
南利明  本年もよろしくお願いします。 
林田千之 おめでとうございます。本年もよろしく！ 
小見山  令和２年新しき年を皆さまと共に迎えることが

でき。本年もどうぞよろしく。 
北    新年あけましておめでとうございます。本年も

よろしく。 
下田   新年明けましたおめでとうございます。本年も

宜しく。青学が復活優勝しました。ご声援あり

がとうございました。 
奥村   あけましておめでとうございます。今年もよろ

しくお願いします。 
林田恒正 おめでとうございます。本年もよろしく。 
山下   あけましておめでとうございます。 
水﨑   本年もよろしくお願いします。 
柿木   本年もよろしくお願いします。 
杉本   あけましておめでとうございます。今年一年間

よろしく！ 
三寺   明けましておめでとうございます。本年度メン

バーが幸せになりますように。 

委員会報告                     １月６日（月） 

◆ロータリー財団◆   寄付者  ２０名 
中島 林田千之  林田數一 下田 奥村 林田恒正 
山下 東角 水﨑 杉本   竹内 松井 道木 川上 
西出 八百山   前川正智 海道 竹吉 南勝文 

◆米山奨学会◆     寄付者  １９名 
中島 林田千之  林田數一 下田 奥村 林田恒正 
山下 東角 水﨑 杉本   竹内 松井 道木 川上 
八百山   前川正智 海道 竹吉 南勝文 

松井   あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い

します。 
前川徹  あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い

ます。 
道木   あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い

します。 
上屋敷  新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお

願いいたします。 
川上   あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い

します。 
八百山  昨年は足首骨折でご迷惑をおかけ致しました。 
海道   新年明けましておめでとうございます。 
竹吉   明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い

します。 
南勝文  新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお

願いいたします。 

丸岡ロータリークラブ 
会員数：３４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－副委員長－上屋敷貴紀 

委 員－八百山正栄 竹吉睦  

三寺社会奉仕委員長より 

１２月２２日に開催しました婚活イベント「バツ婚クラブ」に、会員の皆様のご協力を頂きありが

とうございました。多くのカップルが成立し、イベント後も、気になる相手と連絡をとりたいとの問

い合わせが多数ありました。年末も立ち会いをしたところ、カップルが成立しました。参加者から直

接感謝されるこのような事業をさせていただき、ありがとうございます。 

１月度祝事 

会 員 誕 生 日 

1/30  東角会員  62 
1/30  前川会員  58 

会 員 夫 人 誕 生 日 

1/ 2  南利明会員夫人   雅子様 
1/ 3  道木 会員夫人   清美様 
1/18  南勝文会員夫人  智恵美様 
1/25  八百山会員夫人   真澄様 
1/29  山下  会員夫人 幸恵様 


