
 

 

  

 

  

「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２年１月６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１３日（月）祝日の為 休会 

令和２年 １月２０日（月）第 2005回例会 
女性会員を増やすためのパネルディスカッション 

 ～他クラブの女性会員をパネラーに招いて～ 

担当：会員増強・退会防止委員会 

次回の例会  

令和２年 １月２７日（月）第 2006回例会 
移動例会 「後期に向けて」各理事より 

小松屋にて １８：００～ 

⇒ご案内しますので、ご参加お願いします。 

 

今後の例会予定  

令和２年 １月 ６日（月）第 2004回例会 

11：00 國神神社で新年参拝 御祈祷 

11：30 食事 

11：50 開会点鐘 

君が代・ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「四つのテスト」 斉唱 

会長挨拶   東角 操 会長 

祝  事  １月  会員誕生日  夫人誕生日 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

①地区職業奉仕「講演会」（2/24）案内 

②次年度担当ガバナー補佐 

小林和美氏 福井水仙 RC（内科） 

③地区 後期分担金の依頼 

④地区 2022－23年度 ガバナー決定 

尾賀康裕（おがやすひろ）氏 近江八幡 RC 

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 

12：30 閉会点鍾 

例会終了後１月度理事会を開催します。 

本日の例会  

福井 RC 木 12:00～12:30 1/16 3/12 4/2 ユアーズホテル 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 1/17 リバージュあけぼの 

福井東 RC 月 12:00～12:30  アオッサ１Ｆ入口付近 

福井南 RC 火 12:00～12:30  1/7,28 繊協ビル 

福井西 RC 木 12:00～12:30 1/9 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 

 

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

 

１月２４日（金）職業奉仕委員会事業 

「定時制高校生コミュニケーションスキルアップ」 

 福井県立丸岡高校 定時制 生徒玄関およびホール 

８：３０～１２：３０ 

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。 

⇒ご案内しますので、ご協力お願いします。 

 

2019-20上半期 寄付送金報告 

ロータリー財団 年次基金へ ３８６，８００円 毎週の寄付袋合計 

        恒久基金へ １０８，０００円 東角会長 

 米山記念奨学金 特別寄付  ３０９，０００円 毎週の寄付袋合計 

         

 



 

  
 みなさん、こんばんは。先日の例会は欠席させていただき、木材組合関係の視察でカナダへ

行って参りました。カナダは、さすが木材の先進国だけあり、建材に使うというよりも 20 年

30年後を見据えて、木材から出る成分セルロースを使い自動車を作るところまで話が具体的に

進んでおりました。大変刺激を受けました。 

 今年も、あと１か月をきりました。１７日は、移動例会で丸岡高校生とＳＤＧｓカードゲー

ム大会、２２日は、社会奉仕委員会事業のバツ婚パーティです。皆さん積極的にご参加いただ

きたいと思います。今日は委員会の日です。よろしくお願い致します。 

 

東角 操 会長挨拶                      １２月９日（月） 

【審議事項】   全て全会一致で承認 

①次年度理事組織について    【杉本会長エレクト】  

②１月プログラムについて   【柿木クラブ管理運営理事】 

③１/２７新年会について    【柿木クラブ管理運営理事】 

④退会会員について      【竹内幹事】 

 

第７回理事会 議事録                        １２月９日（月） 

日  時 内  容 

1/6（月） 
祝事 

國神神社新年参拝  

1/13（月） 祝日の為 休会 

1/20（月） 
Ｄグループ担当卓話 

「女性会員を増やすための 

パネルディスカッション」 

1/27（月） 
新年会 

小松屋にて 

 

１月プログラム 

報告 上屋敷公共イメージ理事             １２月９日（月） 

 
 １２月７日（土）に会長幹事と共に長野県の千曲川の堤防が氾濫した穂保地区津野にプラティ

ープ財団からでお預かりしたチャリティーの収益金７０万円と丸岡ＲＣから３０万円の計１０

０万円を神社総代の下川さんに渡しに行ってきました。 

大きな道路は、泥も撤去されていましたが、集落に近づくと、2019年 10月

14 日に千曲川が氾濫して約 2 ヶ月弱経っているにも関わらず、砂が舞ってい

るグラウンド横の道路の様でした。 

その場所に行ったことがない僕は、被災をしたというよりは、もう何十年も前 

に人がいなくなったような廃村のようなイメージを最初に覚えました。神社総代の方から色々お 

話を聴きました。 ①堤防が決壊したすぐ近くは、１．８ｍくらい浸水 電柱に冠水したと 

ころに雑草がはりつき、変色している 

②地区全体が泥のにおいが充満していて、空気が埃っぽい。 

③リンゴ園が広域に広がる地区 りんごの木はあるが、根元は泥で覆わ

れている。ダメになったリンゴと、泥とが一緒に山積みされている。 

④家屋は倒れて、壁も壊れてガラスが割れてる家がたくさんある。 

２ヶ月経ってこれか・・・というような状況でまだまだ復興には時間がか

かるという感じを受けました。と、同時にプラスのイメージも受けまし

た。それは、人が人を助ける素晴らしさです。実際地区を復旧するという 

目的の為に多くのボランティアが集まり活動をしていらっしゃい

ました。ボランティアが集まる集会所はとても活気があり、被災

者の方は絶望的な状況のはずですが、笑顔がありました。機械が

入って直していくのではなく、人の手で人を助けていくことから、

生まれる活気や笑顔があるのかなという風に感じました 。個人的

には奉仕というものの一つのあり方を見たように思います。 

委員会の日                              １２月９日（月） 

Ａｸﾞﾙｰﾌﾟ 中島 南利明 小見山 北 下田 奥村 柿木 前川徹 

＜会議内容＞①こども食堂 老人会が中心に行っている。 夜間例会⇒昼例会に変更を理事会に諮る。夜間例会に

なり出席率が上がったのか？例会場の変更はどうか？⇒高椋コミセンは混んでいるので年間契約は無理では。商工

会には戻したくない。国神神社は以前にダメだった。霞の郷は遠い。 



 

Ｂｸﾞﾙｰﾌﾟ 上屋敷 岩田  

＜会議内容＞①12/17ＳＤＧｓカードゲーム大会の会員グループ分けについて 

  

 
Ｃｸﾞﾙｰﾌﾟ 竹内幹事、釣部、林田數一 倉本 水﨑 松井 竹澤 西出 

＜会議内容＞定時制高校とのコミュニケーション事業について 

＜会議結果＞豚汁⇒具材は水煮を使用し、調理手間を省く。傷害保険に加入。もちつき⇒あべかわ、白もち、おろし

もち ８臼分 生徒とどのような作業をするのか。準備物の確認、前日の準備等決める。 

Ａｸﾞﾙｰﾌﾟ ロータリー情報委員会  林田千之 金 瀬野 

＜会議内容＞丸岡ロータリークラブオリエンテーション事業について 【目的】入会３年未満を対象に、例会や各

種事業に参加するだけではわかりにくい慣例等を教育すると共に、入会してからこれまで感じた疑問等を引き出し

それにこたえることで理解を得る。 

＜会議結果＞【会場】小松屋 【対象】2017～2019 年度入会者+会長・幹事・情報委員【日時】２月後半予定※

対象者にヒアリングして決める。【内容】くるま座になり、委員会より、ロータリーのあゆみ・慣例・人格と標

語の説明。一方的に伝えるのではなく、質問を引き出したりしながら、活発な意見交換の場になるようにする。

終了後そのまま懇親会を開き、より効果を出す。 

 

Ｄｸﾞﾙｰﾌﾟ 林田恒正 杉本 三寺 海道 前川正智 竹吉 南勝文 

＜会議内容＞Ⅰまるおかえがお子ども食堂 Ⅱバツイチ婚活事業 Ⅲフォーラムの開催 

＜会議結果＞Ⅰ会員 100 名 大人 200 円 高校生以下 100 円 未就学児無料 11/15 の報告、福井市会議長も参加。

支援の要望が来ているが対応をどうするのか？炊飯器、鍋等購入すると１０万円弱。①応援するのは良い。②青少

年委員会か、社会奉仕委員会か？次年度へ。③継続的に支援していく（金銭的に） 

Ⅱ当日スケジュール、事業の内容を確認。 

Ⅲ小中学校ＰＴＡ役員対象。いじめについて考える場の提供。講師は現在選定中。４月以降開催予定。 

第2003回例会                            １２月１７日（火） 

例会時 東角会長挨拶 

 
本日授業をされる丸岡高校 

土田衛教諭より、班分けの説明 

ＳＤＧｓが、教育の現場にどんどん浸

透してきていることを竹吉会員より

説明を受ける 

丸岡ＲＣ内で

ＳＤＧｓ担当

の上屋敷公共

イメージ理事

より 

以下の事にについて授業は進められました。 

①私の関心のあるＳＤＧｓ 

②そのＳＤＧｓが設定されたのは、世界のどんな現状があ

るからですか？ 

③その現状は、何が原因で発生しているのでしょうか？あ

るいはその現状に関連してどんなことを考えなければな

らないのでしょうか？ 

④そのＳＤＧｓ目標のために、誰がどんなことをしていま

すか？ 

⑤そのＳＤＧｓの達成のために私達が丸岡や福井からでき

ることは何でしょうか？ 

⑥それを実行するために問題となるのはどんなことですか？またはどんなトレードオフ（ある一つのことをするた

めに犠牲にしなければならない点）が発生しますか？ 

⑦その問題点やトレードオフをどうやって解決できますか？あるいはどんなリソース（人的・物的な資源）を使う

ことができますか？ 

 

福井県立丸岡高等学校 ２年３組 グローカル

英語の授業に会員がアドバイザーで参加 



 

◆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 9 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 14,000 円 386,800 円 

米山記念奨学会 24,000 円 309,000 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 

12/9 ３６ ２８ ７ ０ １ 80.00% 

12/17 ３６ １４ １９ ０ ３ 42.42% 

【メーキャップ】 

12/16福井東RC 金 12/17分   12/17福井南RC 小宮山 12/17分 

12/19福井西RC 倉田 12/9分   12/19福井RC  倉田  未定分 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １２名 

東角   今年もあとわずかです。最後まで健康に気を付

け、RC 活動に社業に頑張りましょう！ 

竹内幹事 本日は年次総会がございますので、よろしくお

願いします。 

林田千之 今年もあとわずか。年末を楽しもう！！ 

下田   長野まで、ご苦労様でした。 

金    申し訳ありませんが、本日早退させていただき

ます。 

倉本   本日は 12/9 山祭りです。この日は昔は荒れた日

が多かったですね！！ 

水﨑   早くも１２月です。昨日スノータイヤを入れま

した。 

柿木   本日、早退させていただきます。すみません。 

 

委員会報告              １２月９日（月）１７日（火）  

◆ロータリー財団◆   寄付者  １０名 
林田千之  下田  金  東角 倉田 水﨑 竹内 

松井    竹澤  南勝文 

◆米山奨学会◆     寄付者  １２名 
林田千之  林田數一 下田  金  林田恒正 東角 

倉田 水﨑 竹内  松井 竹澤 南勝文 

前川徹 二十四節季の大雪が過ぎました。今年も雪はほどほどに。 

瀬野  誕生日を自祝して。本日４７歳になりました。 

竹澤  他の会議と重なっている為、バタバタします。申し訳ありませ

ん。 

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：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  

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 １７：３０～開催されました。 

参加申込者 男女２４名 実際の参加者 男性２３名 女性２２名 

第１希望どうし   ８組 カップル成立しました。 

第 1 希望と第２希望 ２組 カップルもいました！！ 

合計 １０組のカップル成立です。 

後日、連絡取り合いたいという方からの問い合わせも多数です。 

当日お手伝い頂いた会員 【下田 奥村 林田恒正 東角 杉本 竹内 三寺 道木 

瀬野 川上 竹澤 西出 岩田 海道 南勝文】 

みなさんお疲れ様でした。 

 
東角会長から開会挨拶  

&  

最後のカップル成立お祝い贈呈 

音響が不備の中、汗をかきながらも

司会で会場を盛り上げた海道会員 

杉本会長エレ

クト 

閉会挨拶 


