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「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！」
次
回の例会

ＲＩ２６５０地区スローガン

本日の例会
令和２年

令和２年 ２月

１月２７日（月）第 2007 回例会

祝事
委員会の日（グループ毎）

18：00 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
表
彰
ロータリー財団 (東角会長 竹内幹事
三寺会員 倉田様)
米山奨学会(中島会員 山下会員)
幹事報告

今後の例会予定
令和２年 ２月１０日（月）第 2009 回例会
新入会員卓話 八百山正栄会員 『
（未定）』

令和２年 ２月１７日（月）第 2010 回例会

≪ガバナー事務所より≫

外部卓話 櫻川幸夫様（福井南ＲＣ）
福井市成願寺町波著寺史跡を守る会
資料委員
酒生地区 歴史語り部
『村の光秀』（明智光秀について）

①第 2530 地区（福島県）から
「復興フォーラム」への参加案内
②青少年奉仕事業報告書提出願い
③2020-21 年度 地区補助金書類一式
④2020-21 年度 財団補助金ハンドブック
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
退会の挨拶 倉田教信会員
18：30

19：00

令和２年

２月２４日（月）祝日の為

休会

令和２年 ２月１７日（月）
福井県下ＲＣ 会長幹事会

本日の寄付報告

丸岡ＲＣがホスト
受付 １４：３０～

クラブアッセンブリー
「後期に向けて」
柿木クラブ管理運営理事
上屋敷公共イメージ理事
瀬野会員増強退会防止理事
松井ロータリー基金理事
杉本奉仕プロジェクト理事
東角会長

会議 １５：００～１７：００
場所：いきいきプラザ霞の郷温泉 多目的ホール
閉会点鍾後、２階別会場にて 新年会
余興は、カラオケ大会です
♪高得点の方には、豪華景品進呈♬♪

閉会点鍾

ビジター受付のみ実施日
福井 RC
福井水仙 RC
福井北 RC
三国 RC
福井南 RC
福井西 RC
福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC
福井あじさい RC

３日（月）第 2008 回例会
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詳しくは
3/12
2/27
2/19
1/31
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4/2
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4/10
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東角

操

会長挨拶

１月２０日（月）

今日は大寒です。１月もあっという間に２０日過ぎました。今年は雪がないので皆様お健や
かにお過ごしのことと存じます。
「一日一生（いちにちいっしょう）
」という言葉がございますが、1 日 1 日を大切に生きるこ
とは一年を大切にそして一生を大切に生きることにつながるということです。今年も 1 日 1 日
を大切に、またロータリークラブ活動も１日をそして一回の例会を大切に過ごしていきたいと
思います。
本日の例会行事は、他クラブの素晴らしい女性会員にご出席いただくという大胆な企画をさ
せていただきました。我がクラブの女性会員は、なかなか続かないというところで、今回何が原因なのかというこ
とを探りながら、お迎えの４人のパネリストの方々の意見を参考にさせていただきます。どうぞよろしくお願い致
します。

全国高等学校サッカー選手権大会

報告＆支援お礼

１月２０日（月）

福井県立丸岡高等学校
河野校長
小坂サッカー部監督
12 月 30 日 開会式
12 月 31 日 1 回戦 長崎総科大附属と対戦し、後半に大逆転す
るというエキサイティングな試合でした。
１月２日 ２回戦 結果的に優勝した「静岡学園」に負けました
が、スピードも戦術も素晴らしいチームと対戦できたことがよい
経験となったのではないかと思いました。
子どもたちは来年に向けて動き出しています。

たくさんの課題とたくさんの一年の成果
とが、はっきりと見えてきました。来年の
９９回大会、そして次の１００回大会と続
けて出場できるよう今後も指導してまい
ります。

パネルディスカッション

（ 第 2005回 例 会 ）

１月２０日（月）

「女性会員を増やすためには」＜他クラブの女性会員の皆様をお迎えして＞

パネリストの皆様

挨
司

拶
会

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
鯖江 RC

山内 喜代美 様
佐野 直美
様

瀬野会員増強・退会防止委員長
三寺会員増強・退会防止副委員長

パネリストの皆様遠方よりお越しくださいまして
ありがとうございます。
アベノミクスの成長戦略の中で、
「女性が輝く日本」と
ありました。また、小泉大臣の育児休業の宣言をしたり、コメンテーターがテレビで発する「ダイバーシティ（多
様性）
」などという言葉がでてきたりする昨今、残念ながら我が丸岡ロータリークラブでは、男性社会となってい
ます。それを憂慮した三寺副委員長の提案にて今回、このような企画を致しました。せっかくの貴重な機会です
ので、積極的な意見、ご参加の方よろしくお願い致します。

①入会のきっかけ
・知り合いのロータリアンに誘われ、仕事とは別の業界の方々とお知り合いになれると思った為。全くロータリー
の事は知らずに入会したことがかえってよかったように思う。
・ロータリアンの方と、別の会合でご一緒し、そこで誘われて。
・今入会しているクラブとは別のロータリークラブからの推薦で
ＲＹＬＡに参加したことから、ロータリアンのかたと少しずつ
交流があった。後々入会できたらと思っていたところ、とって
もパワフルな女性会員の方との出会いから、その方の後押しもあり、入会した。
・嫁ぎ先の事業を通じて、その当時の会長・幹事と知り合い、紹介された。ロータリークラブだけではなく、ライ
オンズクラブやＪＣなど、商店街の仲間を通して名前は知っていたが、内容までは全く知らずに入会した。
②入会にあたり弊害となったこと
・入会当初は、亭主関白の主人に気を使ったこと。ここ１、２年は理解をしてくれる。それ以外は全くない。
・入会前から、ロータリアンとの交流があったので、なんとなくどのような活動をしている団体かということくら
いはわかっていたので、なかった。
・会費が高いこと。例会へ出席するために、時間を捻出することができるのかの懸念があった。
・例会日と出張予定日が重なっていたこと。今は、自分で予定を調整して出席できている。会費については、高く
感じたが、他を知らないので、納得している。
③入会後、よかったこと
・仕事柄、女性と接する機会が多いが、男性と知り合う機会が増えた。多岐にわたっての職業の方と知り合えた。
ロータリーを通じて、地域に貢献できる。
・最初の例会時とても緊張したが、親切に迎えてもらった。回を重ねるごとに、素晴らしいご意見をうかがう機会
が増えて、多くの学びを得たこと。
・女性会員が多いクラブなので、新しい事業をおこす時も女性ならではの柔軟性が発揮される。男性も一緒に賛同
してくれて、雰囲気が明るい。老若男女問わず、付き合える関係性があるのは、ロータリーならでは。地区の委
員をすると他県の企業人と知り合える。また、他クラブの女性会員と「女子会」を開きクラブの垣根を越えて連
携ができる。
・会員にならなければ、お話する機会のない方々と会話ができ、学ぶことができる。仕事を通じて得意先様が、ロ
ータリアンだということもある。
④入会後、不愉快に感じたこと。
・全くない。
「女性がいると明るくてよい」と優しく接してくださる。居心地よく毎週楽しみに例会出席している。
・
「こうあるべき」
「昔からこうだ」など威圧的な雰囲気を感じる時がある。それも自分を鍛えてくださっていると
好意的に考えている。
・例会後のお付き合いは楽しいが、断りづらい時がある。今後、若い女性が入会したときは、スキンシップとセク
ハラとの境界線が問題になるかもと感じる。
・女性会員が現在は増えたのでとても雰囲気がよいが、気軽に話しかけられない雰囲気の時代もあったようだ。
⑤女性目線からのロータリークラブの改善点
・服装について、自分ではよいかと思って着用したものもラフと指摘されたこともあるので、男性のように明確な
規定があればよい。
・ただ女性が多くても、例会時など女性同士で固まって着席してしまうことがある。男性の会員とも会話できる機
会があるとよい。
・話に耳を傾ける、いい関係を気付くよ、という意思表示をして歩み寄ってもらえることがあればよい。
・ロータリーの事を知らなくてもまずは、コミュニケーションをとるところから始めてみる。
＜質問＞
「直感で、僕たちって雰囲気がよいですか？」
・この部屋に一人で入った時にどなたも声をかけてくださらなかったので、アウェイ感があった。ここに、もし女
性一人だったらば、辛いかなと思った。
・和気あいあいな雰囲気は感じられなかった。
＜まとめ＞
女性会員を増やすには、特別なことはないと感じた。ただ、入会後に目を配り、気を配り、声をかけて、居心地
のよい環境を整えていけばいずれ楽しくなるだろう。女性だからといってひいきをする必要はない。ただ、女性
会員を増やすためには、一人より、二人、三人と増えることにより他クラブでは、安心して入会できる環境とな
るようだ。こちら側も女性だからと気構えずに、気軽に声をかけて入会を進めていくようにすべきと感じた。
（文責：三寺会員増強退会防止副委員長）

第 2006回 例 会

１月２４日（金）

職業奉仕委員会 「定時制高校生徒のコミュニケーションスキルアップ事業」福井県立丸岡高等学校 定時制
＜事業目的＞ 近年、定時制高校に通う生徒は経済的な理由ばかりではなく、他人とのコミュニケーションが苦
手で内にこもりがちな生徒が多くいると聞く。もちろんそういった生徒ばかりではないと思うが、
これから社会に出て地域を活性化させる若い力を埋もれさせるわけにはいかない。社会人として
一歩を踏み出すための手伝いを我々メンバーが行うことを目的とする。
＜事業内容＞ 我々会員が、定時制高校の生徒と餅つきと豚汁作りを準備から食事、片付けまで一緒に行いなが
ら生徒達といろいろな話をすることで少しでも生徒の心を開かせ、コミュニケーション能力をア
ップさせる。
おろしもち、きなこもち、豚汁と
１２０人前をつくり美味しくい
ただきました。

体育館でおもちつき

閉会セレモニーでは、生徒

調理室で豚汁の材料準備

の代表から心のこもったお

中庭で豚汁の煮込み

礼の言葉をもらいました。

委員会報告

１ 月 ２ ０ 日（ 月 ） ２ ４ 日（ 金 ）

◆ロータリー財団◆
林田千之 北 下田 金
竹内 松井 道木 竹澤

寄付者
奥村 東角
南勝文

◆米山奨学会◆
林田千之 林田數一 北
倉本 水﨑 柿木 竹内

◆ニコニコ箱◆

１３名
倉本

寄付者
下田
松井

水﨑

１５名

金 奥村 東角
道木 竹澤 南勝文

寄付者

２４名

本日は福井 RC 前川様 福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 田中様
福井東 RC 山内様 鯖江 RC 佐野様 ご多忙
の中お越し頂きありがとうございます。
竹内幹事 パネリストの皆様 本日のパネルディスカッシ
ョンよろしくお願いします。
林田千之 最近にない嬉しいことがありました。女性会員
の皆さんご苦労さまです。
下田
皆様ようこそ。本日はよろしくお願いします。
金
皆様今年も宜しくお願い申し上げます。
奥村
パネリストの皆様 本日はご苦労さまです。
山下
パネラーの美女４人組様 本日はよろしく。
倉本
暖かい大寒です。有難い！
水﨑
パネラーの皆様ご苦労様です。ご指導願います。
東角会長

竹澤職業奉仕委員長より
会報の間にチラシを入
れました２月２４日京
都にて開催の職業奉仕
講演会に参加ご希望の方は、ご連
絡ください。

◆出席報告◆
例会日

会員数

1/20

３４

1/24

３４

【メーキャップ】

出席委員会
届有
欠

届無欠

２８

３

１

２

87.50%

２２

１１

０

１

66.67%

出

席

出席免除者

欠席

例会出席率

なし

◆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 20 日

累計

ニコニコ箱

17,000 円

504,000 円

ロータリー財団

14,000 円

422,800 円

米山記念奨学会

16,000 円

348,000 円

柿木
三寺
前川徹
道木
竹澤

会費含む累計
1,524,000 円

パネラーの皆様 今日はありがとうございます。
本日の例会ご協力宜しくお願いお願い致します。女性ロー
タリアンの方々ご参加ありがとうございます。
受験生のみなさん センター試験お疲れ様でした。
パネルディスカッションよろしくお願いします。
定時制高校のもちつき事業よろしくお願いします。

三寺社会奉仕委員長より
12 月 22 日バツイチ婚を開催しました。１０組のカ
ップルが成立し、事業後に、連絡が来た人で個別に
お見合いをし、めでたくカップルになられました。
昔の「お見合い仲人さん」のようなことですが、人に幸せを
贈るということが楽しく、そして素晴らしい事業をぜひ次年
度も続けて、成功させていきたいと思います。

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
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