
 
 
  
 
  

「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１２月２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 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 

 

次回の例会  

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１２月 ２日（月）第 2001回例会 

19：00 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   林田 千之 直前会長 

祝  事  １２月  会員誕生日 結婚記念日 
 夫人誕生日 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

①第２回青少年奉仕担当者会議の案内 

2020年 1月 19日 京都経済センターにて 

  ②今年度 RYLA（ライラ）案内一式 

  ③グローバル補助金奨学生候補者推薦 RC の募集 

  ④財団室 NEWS 2019年 12月号 

  ⑤【2019-20地区大会】 登録についての案内 

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  新入会員卓話 

『モテる方法とは』 

海道佳秀 会員 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

福井 RC 木 12:00～12:30 12/19 1/16 3/12 4/2 ホテルフジタ福井 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 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  12/17 1/7,28 繊協ビル 

福井西 RC 木 12:00～12:30 12/12,19 1/9 2/6 3/12,26 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/ 

 

＜新年最初の例会は＞ 

令和 ２年 １月 ６日（月）第 2004回例会 

移動例会 國神神社にて 

 １１：００～ 新年参拝  

詳細は、12/9理事会にて決定します 

 

 

 

 

 

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～ 

 

 

 

 

 

申込状況 
12/2 現在 
男性22名 
女性10名 



 

  

＜特別ゲスト＞ うつみあい（vocal&key）写真右 
 いわほりみちこ（A.guitar&chorus） 写真左  

愛知県愛西市出身のうつみあいと、福井県福井市出身のいわほりみちこが、2002 年福井県立

大学在学中に結成。 2006 年フジテレビ「めざましどようび」のテーマソングコンテスト「め

ざうたコンペ秋の陣」に応募し優勝したのをきっかけに、メジャーデビューを果たす。  
シングル 3 枚をリリースしたのち、2010 年からは自身の所属事務所を設立、演奏だけでなく

マネジメントやプロデュースも含め全て 2 人でこなしている。  （オフィシャルＨＰより） 

皆さんこんばんは。2000回例会ということでたくさんの方にお集まりいただきありがとう

ございます。第 1 回から 2000 回まで例会を繋いで頂いた先輩方に改めてここで感謝をする

とともに先輩方の歩みをしっかりと今日は確認し、新たに 2001回から 3000回 4000回と我々

が次を引き継いでいくという気持ちで今後も頑張っていきたいと思います。本日は、デビュ

ー13年目を迎えられた「ナナイロ」さんという女性のボーカルユニットをお招きしました。

福井県では有名な方でございます。優しい音色を我々に響かせて頂き、我々も聴きながら過

去を振り返りそしてこれからのことまた皆さんで考えていただければと思います。 

さて、福井新聞の２３日の紙面にタイのプラティープ財団の記事

が掲載されています。先般例会時にもお話しましたが、日本の台風

19 号の被害で大きく日本の人たちが傷ついているので日頃から日本

人の方にお世話になっている恩返しに何かしようとで、大々的なチ

ャリティーコンサートが実施されました。日本でいうと、サザンオー

ルスターズくらい有名な、タイで一番有名な歌手が無償で出演され

ており、多くの観客の方がいらっしゃいました。そういった方々から

集めた募金を、丸岡ロータリークラブ含め 4 団体が預かって参りま

した。今日、皆さん方から集めた義捐金とクラブの資金から足して、

タイからの募金７０万円と合わせて 100 万円にして被災地の方へ送

り届ける予定です。このように、世界各国の人たちが、困った人のこ

とを自分のことのように思い、すぐ行動に移すという心を私たちも

学んでいかなければならないと感じます。私たちも常に自分の足元 

を含め世界を見つめながら世の中の為になること、そして地元の為になることをロータリーの規範をバックにしな

がら進めていきたいと思いますので、ぜひ皆さんと一緒にこれからも頑張っていきたいと思います。本日第 2000

回例会存分に楽しみましょう。ありがとうございます 

東角 操 会長挨拶                         １１月２５日（月） 

11/23 日付け 
福井新聞 
国際面記事 

第２０００回例会 懇親会                    １１月２５日（月） 



   

①ナナイロＣＭメドレー 「家の森」♬「エルビス」♫ 聞いたことあるものばかりです(^^)/  
②たからもののうた   「めざましどようび」テーマソング  
③童謡         「赤とんぼ」＆「もみじ」 季節を感じます(^^♪ 

まずは、ナナイロのお二人

の演奏をじっくり聴きま

した。 

柿木副会長 開会の挨拶 
「１年で５０回弱の例会を

42 年かけて２０００回を積

み上げてきたことは大きな財

産です。」 

南会員（チャーターメンバー）による乾杯の発声 
「我が丸岡ロータリークラブは、昭和 53 年 3 月 21
日に福井ロータリークラブをスポンサークラブと

して創立されました。雨の日も、風の日も、雪の日

も♪固い絆に想いを寄せて語り尽くせぬ♪２００

０回続けてきた例会です。この歴史の重みを感じて

また進みましょう！」 

道木親睦活動委員長の司会 
怪我＆病気療養から復帰後、第一弾  

 
引き続き「ナナイロ」の演奏を聴きながら、皆で歓談中 

④男性歌手昭和メドレー 「初恋」「昴」

「遠くで汽笛を聞きながら」 
⑤女性歌手昭和メドレー「待つわ」「恋のバカンス」「時の流れに身をまかせ」 
⑥涙のゆくえ 「おとのいろ」のＣＤに収録されてます 
⑦一緒に歌おう「ふるさと」「上を向いて歩こう」 

心のこもった

演奏に、皆聴き

入りました。 

今回は、会員同士の懇親をより深めようと入会順に関係なく、「くじ引き」で席

を決めました。新旧会員同士の交流できたでしょうか？！ 

杉本会長エレクト 締めの挨拶 
「昨年の 40 周年、そして今回の 2000 回記念例

会と、節目に立ち会えたこと幸せに思います。」 

川上ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰが

大いに盛り上げた 
♪ 手に手 

つないで ♬ 



 

◆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 25 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 29,000 円 407,000 円 947,000 円 

ロータリー財団 17,000 円 348,800 円 

米山記念奨学会 17,000 円 261,000 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 

11/25 ３６ ３１ ５ ０ ０ 86.11% 

【メーキャップ】 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  ２０名 

東角会長 第 2000 回例会おめでとうございます。先輩方

の取り組みに感謝すると共にこれからも頑張り

ましょう！ 
竹内幹事 祝！2000 回 
南 利明 2000 回例会をお祝いして。 
釣部   2000 回例会おめでとう。 
林田千之 2000 回例会みんなでお祝いしましょう。 
小見山  祝 2000 回例会を会員の皆様と共に迎え感謝で

す。今後ともどうぞよろしく。 
下田   2000 回例会に出席できました。 
奥村   例会 2000 回記念おめでとうございます。 
林田恒正 2000 回記念例会に参加できて感謝！ 
山下   2000 回を祝して。 
倉本   2000 回記念例会おめでとうございます。楽しい

お酒を飲みましょう。 
水﨑   2000 回例会を祝して。 
 

委員会報告                   １１月２５日（月） 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １３名 
釣部 林田千之  下田 奥村 林田恒正  東角 倉本 
竹内 松井    道木 竹澤 岩田    南勝文 

◆米山奨学会◆     寄付者  １２名 
釣部 林田千之  下田 奥村 林田恒正  東角 倉本 
竹内 松井    道木 竹澤 岩田    南勝文 

柿木  祝第 2000 回例会諸先輩方 42 年間にわたり御苦労様でした。 
杉本  2000 回例会おめでとうございます。 
松井  2000 回例会を祝して。 
前川徹 2000 回例会をお祝いして。 
道木  2000 回例会おめでとうございます。 
竹澤  2000 回おめでとう！ 
岩田  2000 回おめでとうございます。今後もどうぞよろしくお願い

致します。 
南勝文 第 2000 回例会おめでとうございます。 
 

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 

ナナイロさんから、 
お礼状が届きました。 
 

クレイアート作家である、

ギターのみちこさんの作品

写真の絵はがき 


