
 

 

  

 

  

「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２月３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 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）』 

 

次回の例会  

令和２年 ２月１７日（月）第 2010回例会 

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） 

令和２年 ２月２４日（月）祝日の為 休会 

今後の例会予定  

令和２年 ２月 ３日（月）第 2008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   東角 操 会長 

祝  事  ２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ロータリー財団・米山奨学会より 

申告用領収証 ⇒本日受付にて個人別に配布 
≪その他≫ 

①丸岡高校より お礼状＆生徒の感想文 
≪他クラブ≫ 

②島原南ＲＣより 

 姉妹クラブ締結更改式典招待状（２５年目） 

 4/11（土）原城の宿「城」にて 

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  委員会の日 グループ毎 

Ａ（プログラム・出席・規定審議・ニコニコ・ 

  職業分類会員選考・ロータリー情報） 

Ｂ（公共イメージ） 

Ｃ（ソング・ﾛｰﾀﾘｰ基金・職業奉仕・国際奉仕） 

Ｄ（社会奉仕・青少年奉仕・親睦活動） 

20：00 閉会点鐘 

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 2/28 三国観光ホテルフロント 

福井南 RC 火 12:00～12:30  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/ 

 

令和２年 ２月１７日（月） 
福井県下ＲＣ 会長幹事会 
丸岡ＲＣがホスト 

受付 １４：３０～ 

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 



 

  急遽、ピンチヒッターで直前会長としてご挨拶させていただきます。 

 本日は、新年会ということで、宴会の時のカラオケ大会の企画が楽しみです。昔は、芸者が

お座敷に上がり、一緒に小唄を唄うこともあり、また替え歌を作り歌うという楽しみもありま

した。若い世代の方は、そのような経験をする場が少なく、寂しいのではないでしょうか？今

日は、私は、道木親睦委員長より依頼があったので、宴会用に替え歌を歌おうかと思っていま

したが、盛り上げ役の釣部さんがお休みなので、真面目な歌に切り替えました。 

今日は、豪華景品が準備されているようなので、張り切って歌いたいと思います。 

 最後に、今年も１年元気に楽しんでロータリー活動に邁進していただきたいと思います。 

林田千之 直前会長挨拶                   １月２７日（月） 

表 彰                      １月２７日（月） 

《国際ロータリー財団より》 

ベネファクター（恒久寄付） １，０００＄  東角会長 

ＰＨＦ（ポールハリスフェロー）（累計額１，０００＄） 三寺会員 

ＭＰＨＦ（マルチプルポールハリスフェロー）Pin＋1（累計額２，０００＄） 

竹内会員 倉田会員 

《米山記念奨学会より》 

第３回 米山功労者（累計額３０万）中島会員 山下会員 

   

退会挨拶                     １月２７日（月） 

 
２０１９年１２月末をもって丸岡ロータリークラブを退会させて頂きました。私を最初にロー

タリークラブに勧誘頂いたのは、元会長の横山さん、中田さんで平成２０年のことでした。ま

さか私のような未熟者のところにお話があるとは思いもよらず大変驚きました。名誉ある丸岡

ロータリークラブに入る器では無いと思いましたので、その旨を申し上げ丁重にお断りいたし

ました。翌年には林田千之会員、竹澤会員のお父様が勧誘に来られました。ちょうど丸岡高校

ＰＴＡ会長でしたので、「ＰＴＡ会長をしている間は入会しても活動に参加する自信がありま

せん」と、申し訳なく思いましたがお断りいたしました。その断り文句を覚えておられた林田

千之会員から「もうＰＴＡ会長職は終わったでしょうから今度は入会してもらえるでしょう」

と熱心にお誘いを受けました。三年連続でしたので根負けいたしまして、林田千之会員、釣部 

会員に推薦人となって頂いて入会いたしました。それから足掛け１０年お世話になり、異業種の会員方の人生観や

社会奉仕の実践とその意義等を勉強させて頂き本当に有意義な期間を過ごすことが出来ました。お陰様と感謝申し

上げたいと思います。 

ロータリークラブは、よく出席第一と言われます。最初はそれほど重要なこととは

思わず自分の都合で例会に出席したりしなかったりしていましたが、先輩会員方の真

剣な取り組みに触れる中、せめて例会だけでも皆勤しようと自分に言い聞かせ、２年

目からはメーキャップを含めてではございますが皆勤をすることが出来ました。しか

しながら、近年、仕事の都合や家庭の事情で例会に遅刻、早退も多くなり、また、委

員会活動への協力にも支障を来すようになり退会を決心したことでございます。 

 あまりお役にも立てずご迷惑も多々あったことと思いますが、これまで、親しく、仲良くお付き合いをして頂き

まして誠に有難うございました。退会後もお会いする機会があると思います。ロータリーソング「それでこそロー

タリー」の冒頭「どこで会ってもやあと言おうよ」にあるようにお会いした時はまたお声掛けして頂ければ幸いに

思います。 

最後になりましたが、丸岡ロータリークラブのますますのご発展と会員皆様のご健勝をお念じ申し上げます。 



 

  
柿木クラブ管理運営理事 例会出席を 100%に近づけるように致しましょう。欠席している例会のメ

ーキャップをするようにしてください。 

上屋敷公共イメージ理事 会長方針のもと今年は 1 年間ＳＤＧｓのテーマの認知と丸岡版ＳＤＧｓ

を作るということで前期活動しました。この半年間でＳＤＧｓを耳にしたことが増えたと思います。

国際交流会館の入り口には外国人労働者向けに ＳＤＧｓ に取り組んでいる福井の企業が複数紹介

されており、選ぶ側はＳＤＧｓを元に選ぶことが増えてきたと感じます。某銀行ではＳＤＧｓ に取

り組んでいる企業に対する私募債を募集するなど、広まっています。そのような中、丸岡ロータリー

クラブとして前期は丸岡高校とタイアップして１２月に皆さんのお力を借りてクロスゲームをする

予定だったのですが丸岡高校の授業予定の関係もあり、生徒が取り組んでいるＳＤＧｓの発表に対し

て皆様からアドバイスをいただくことになりました。後期は、生徒と共に、当初の目標である丸岡版

ＳＤＧｓで、２０３０年までに丸岡町の問題を解決すべき点を何とか一つでも二つでも形にし、翌年

度以降取り組めるように礎を築きたいと思っております。 

瀬野会員増強退会防止理事 前期は、残念な結果となり大変申し訳ありません。私自身は青年会議所

の後輩を中心に声をかけており、中にはプラティープ財団の事業なら行いたいと言っている後輩もい

るので後期は三寺副委員長と共に、勧誘をしていきたいと思います。会員増強は情報収集とマメな声

かけが肝だと思っていますので、ご協力をお願いします。また、ロータリー情報委員会事業として２

月末遅くても３月始めには、入会３年未満の会員を対象に新会員オリエンテーションを現在企画準備

中です。 

松井ロータリー基金理事 ロータリー財団４９４，８００円 米山記念奨学会３０９，０００円の前

期分の送金が終了し、ロータリー財団では、恒久寄付をされた会長はじめ 4 人の会員が表彰をされま

して非常に嬉しく思ってます。米山奨学会の方も 2 名表彰され、みなさまご協力ありがとうございま

した。ロータリー財団への寄付が、地区補助金の財源になってくるので、何卒御協力の程よろしくお

願い致します。 

杉本奉仕プロジェクト理事 職業奉仕：高校生の職業模擬面接と、定時制コミュニケーションスキル

アップ事業 国際奉仕：地区補助金を使用した消防自動車寄贈事業、丸岡高校の支援事業として、カ

ンチャナブリの生き直しの学校へのスタディツアーと、無事に終えました。社会奉仕：お見合い事業

は、多くのカップルが成立し、大変よい成果でした。青少年奉仕：後期の事業で、いじめに関しての 

フォーラムを開催します。デリケートな問題ですので、林田委員長と慎重に進めていきます。子ども食堂への支援

もする予定です。 

東角会長 前期、皆さんのご協力のもと順調に進めてこれました。今年度のスローガンはスケールが大きく、ＳＤ

Ｇｓだけを捉えてしまうと非常に我々とは離れた分野と思われがちですが、今一度紐解いていくと我々のロータリ

ーの活動に通じる部分がたくさんあります。優しさを持って人と接して良い社会を作っていこうというのは大きな

テーマです。残り半年もこのスローガンのもと、事業を活発に取り組んでまいります。前期の事業について、会長

としては、６０点くらいです。後期で前期の事業のフォローアップができるように取り組みます。例えば定時制の

高校生との交流会についてです。事業は、大成功でした。定時制の生徒は、穿った見方すると社会から置き去りに

されているようですが、非常に素晴らしい人材がたくさんいます。地域の核となる大人がそのような子供たちを社

会に引っ張り出すという役目へと事業を拡げていきます。国際奉仕事業も次年度のタイ高校生を日本に招く短期留

学事業へ、繋げていく準備をしてまいります。会員増強については、２名が退会されたところですが、目標の３名

増員に向け、進めてまいります。丸岡高校だけではなく、他団体とのタイアップも考えております。青少年に関係

するフォーラムを予定していますので、各丸岡町内の各小中学校の PTA などと、協力して進めてまいります。 

毎月 1 回、委員会例会を開催しています。

以前のように、委員長一人で全てを担っ

て事業を進めていたことを避けるため

に、委員会の中で、計画を練り上げるとい

う形で開催しています。毎回活発に議論

がされているようですので、後期も引き 

続き親睦を図りながら進めてください。では、後期もご支援ご協力賜りますようにお願い申し上げます。 

 

クラブフォーラム（後期にむけて）         １月２７日（月） 

 



 

 

◆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 27 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 29,000 円 533,000 円 1,553,000 円 

ロータリー財団 14,000 円 436,800 円 

米山記念奨学会 15,000 円 363,000 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 

1/27 ３４ ３２ １ ０ １ 96.97% 

【メーキャップ】 地区 各会議・セミナー  林田數一 林田恒正 
                      川上 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １８名 

お客様  倉田会員 新年会にお声掛け下さいまして誠に

有り難く思います。 

東角会長 皆様新年会ご苦労様です。 

竹内幹事 本日のｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰよろしくお願いします。 

林田千之 明けましておめでとうございます。 

北    今日の新年会楽しくやりましょう！！ 

下田   役員の皆様 後期も頑張ってください。 

奥村   理事役員の皆さん 前半期お疲れ様でした。 

林田恒正 新年会 大いに楽しみましょう！ 

倉本   新年会 皆様方楽しくやりましょう。 

水﨑   新年会 楽しみです。 

杉本   新年会 楽しくやりましょう。 

松井   後期もよろしくお願いします。 

委員会報告                    １月２７日（月） 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １４名 
林田千之 下田 奥村 林田恒正 東角 倉本 柿木 

杉本 竹内 松井 道木 竹澤 八百山 南勝文 

◆米山奨学会◆     寄付者  １４名 
林田千之 下田 奥村 林田恒正 東角 倉本 柿木 

杉本 竹内 松井 道木 竹澤 八百山 南勝文 

前川徹  申し訳ありません。新年会欠席になります。 

道木   新年会よろしくお願いします。 

上屋敷  後期もよろしくお願い致します。新年会楽しみです。 

竹澤   もちつき事業にご参加いただきありがとうございました。

八百山  観光バス安全評価委員会で最高賞の３つ星が頂けました。 

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  

竹澤職業奉仕委員長より ２４日の事業ご協力お礼 

本来の目的でありますコミュニケーションスキルアップと
いう点では、グループから外れた子に「一緒に食べないか」
などと、お誘いしても「餅は好きではない」「家に食べるも
のはあるからいいんです」と心の闇を感じました。三寺委
員長の計画しているいじめの対策事業でも一人でもそうい
う子が救えるのであれば、ロータリー活動でやっていくべ
きなのかと、感じました。 

新年会                      １月２７日（月） 

川上次年度ロータリー基金理事より 

２５日京都にて財団補助金の
セミナーへ参加。昨年よりこの
財団補助金というのは申請さ
れたクラブ全てに、補助金をだ
すという方針になりました。 

申請は、2月から受付開始です。早めに提
出してほしいとのことでした。 

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。 

柿木副会長の 

挨拶で開会 
杉本年度の理事一同 

林田直前会長の音頭で 乾杯♪ 南親睦委員 

司会デビュー(^^)/ 
海道親睦委員が準備したセット

にてカラオケ大会！ 

豪華景品目指して熱唱(^^♪ 

最後はみんな笑顔で 

手に手つないで♬ 

杉本会長

エレクト 

閉会の 

挨拶 


