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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）

次回の例会

令和２年 ２月２４日（月）祝日の為 休会

令和２年 ３月の予定は、本日の理事会で決定

今後の例会予定

令和２年 ２月１０日（月）第 2009 回例会

19：00 開会点鐘

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「奉仕の理想」 斉唱

会長挨拶 代理 林田 千之 直前会長

幹事報告

≪ガバナー事務所より≫

①2020-21 年度版ロータリー手帳ロータリー

予約受付案内

⇒購入希望の方は事務局まで 660 円

②ＲＩ日本事務局経理室より

2020 年 2月 RI レート １＄＝110 円

③会長エレクト研修セミナー（PETS）の案内

3月 20 日（金）京都ホテルオークラにて

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 新入会員卓話

八百山正栄会員

『交通事故を減少する為に
道路に対する疑問を持つ！』

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 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

福井東 RC 月 12:00～12:30 2/17 3/16,23,30 アオッサ１Ｆ入口付近

福井西 RC 木 12:00～12:30 3/26 護国神社社務所

福井ﾌｪﾆｯｸｽRC 火 18:00～18:30 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

令和２年 ４月 ５日（日）
地区大会 国立京都国際会館にて １６名登録

令和２年 ４月１１日（土）
島原南ロータリークラブ 姉妹クラブ締結式

令和２年 ４月１２日（日）
次年度役員地区研修会 国立京都国際会館にて

★杉本会長・三寺幹事・松井クラブ管理運営理事・
柿木奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ理事・竹吉青少年奉仕理事・
川上ロータリー基金理事・竹澤会員増強理事・
山下公共イメージ理事 ⇒後日出席要請します。
次年度の役員の方よろしくお願いします。

立春過ぎても寒い日が

続きます。風邪ひきま

せんように(^^)/



今日は節分です。明日は立春ということでいよいよ春が来ます。今年は暖かく積雪もなく非常に

過ごしやすい日が続きこのような年もあってもいいなと思います。

中国の武漢で発生した新型コロナウイルス感染症が大変な勢いで世界各国に広がり続けていま

す。私は毎週東京営業所へ行きますが、昨日の東京は、中国人は春節時外出が禁止されていた影

響もあってか、少なく感じました。見かける中国人は、マスクをしていましたが日本人は、案外

していない人が多いなという印象を受けました。報道が過剰になってきていますので、敏感にな

られている方もいらっしゃると思いますが外出後は手洗い、うがいをするといった普段の心がけ

をきちんと守っていればよいのかなと思います。金先生に詳しく注意点などを教えていただけるよう急遽お願いし

ましたところ快諾くださいましたので、後ほどお話いただきます。

何はともあれ、季節の変わり目でございます。健康には皆さんご留意され春を迎えていただきたいと思います。

本日は委員会の日でございますよろしくお願い致します。

東角 操 会長挨拶 ２月３日（月）

報告 ２月３日（月）

丸岡定時制高校生コミュニケーションスキルアップ事業 竹澤職業奉仕委員長より

丸岡高校の校長先生からの餅つきのお礼の文章との生徒の感想文が届いています。感謝の気持ち

と楽しかったことなどが書かれています。中には、西出会員が話しかけてくれた言葉が自分の心

に残ったと書いてあるものもありました。私は、非常に感銘を受けましたので、ご紹介します。

福井新聞丸岡販売店２/１６発行のふれあい通信記事

「皆でワイワイともちつきをする機会が今まで全くなかったのでとても良い経験になりました。

２種類のおもちを食べたのですが、お餅の食感が違い「あっ、まだつき足りていないな」とか「このおもち美味

しい」など思いながら食べていました。また私は豚汁の野菜を切る班にいたので、「大きい野菜はあの子が切っ

たな」「これは上手に薄く切れているから普段から包丁を持っている子だな」と思いながら食べました。２杯食

べたのですが、どちらにもじゃがいもと里芋が入っていなかったので、少し残念でした。先生と友達と話してい

た時にロータリークラブの西出さんがやってきました。「自分のペースで」という話が今の私にとてもささって

きました。西出さんの話はためになってよかったです。



説明 ２月３日（月）

委員会の日 ２月３日（月）

Ａｸﾞﾙｰﾌﾟ 中島 小見山 北 下田 奥村

＜会議内容＞①女性会員はどうすれば増えるか。⇒パーマ屋さんはどう

か？歯科医師はどうか？昼の例会なら何とかなるかもしれない。②島原南

ＲＣへも行きましょう。

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 ①内容の変

更をする。「人格と標語」⇒ロータリアンに求められる人格とロータリーの品格

②タイムスケジュールの変更 １．５時間に延長する

Ｂｸﾞﾙｰﾌﾟ 東角会長 道木 岩田

＜会議内容＞丸岡のあるべき姿 何が問題か、どうしたいのか？

⇒ＳＤＧｓ ⑪住み続けられる街づくりを。若者が町を離れる。就職、進学の選

択がすくない。⑤ジェンダー平等を実現しよう。女性がまだ遠慮がち。

⑬気候変動に具体的な対策を。一昨年のような大雪の対策は？ ⑨産業と技術革新の基礎をつくろう。優秀な人材

は都会に行ってしまう。

Ｃｸﾞﾙｰﾌﾟ 林田數一 倉本 水﨑 松井 川上 竹澤 西出

＜会議内容＞職業奉仕 職場訪問について

＜会議結果＞前田工繊・五月が瀬・ユティック・田中化学・松浦機械・木

下鉄工・福井新聞など ３月後半か、５月後半くらいに福井新聞社に予定？

Ｄｸﾞﾙｰﾌﾟ 林田恒正 山下 杉本 三寺 竹吉 南勝文 竹内幹事

＜会議内容＞フォーラム開催について会議 ・対象年齢（小・中・高）をど

こまでにするのか。・どこにお願いにいくのか。⇒校長・ＰＴＡ会長 ・親や

子にいじめの現状をきく ・講師の方に何を話していただくのか？

＜会議結果＞・責任の所在を教育側や、親の側にいかないよう配慮する。・いじめをゼロにする目標をたてるのは、

ダメ。隠ぺいにつながるため。いじめはあるという認識をもたす。・子供たちに今何が必要かを考える。

新型コロナウイルスについて 金会員より（キムクリニック院長）より

コロナウイルスと言うと普通に風邪を引き起こすウイルスとしても前から知られています。今回報

道されているのは、3番目の変異株です。１番目がＳＡＲＳ（致死率は数％～１０％ぐらい）２番

目はＭＥＲＳ（致死率２０～３０％ぐらい）です。今回の新型は、今新聞やインターネットの情報

では、おそらく致死率２％前後くらいと思われます。普通のインフルエンザは 0.1から２％ぐらい

です。数十年前に流行したスペイン風邪と言われた世界中で猛威を振るったインフルエンザで４％

前後だったと思います。

今回の新型コロナウイルス感染症は皆さん抗体を持っていないため、身体にウイルスが入れば、発症すると考えな

ければいけません。また、インフルエンザのように特効薬もありませんので、解熱剤とか鎮咳去痰剤とかという薬を

使い対処療法しかありません。このウイルスの非常に困る点は、熱が出ない咳も出てないという、症状のでない感染

者が多い事です。

亡くなった人はかなりの数ですが、一人を除いて全員中国人です。

重篤な病気、例えば肺気腫、糖尿病、高血圧症の持病を抱えた人、

癌の手術直後の方です。致死率が２％前後と申しましたが、総数そ

のものがわかっていないので、詳しいことは申し上げられません。

テレビでいたずらに煽られているようなものでもないのかもしれ

ません。ただし皆さん抗体を持ってませんから予防する事を前提に

動かなければなりません。マスクは、普通の紙やガーゼのマスクは、

ウイルスが通過しますので、防御はできないですが、目の前で咳や

くしゃみをされたときには直接感染は避けられます。インフルエン

ザの予防と同様、人混みをさける、手すりなどはなるべく触らない、

外出から帰宅後は、石けんでよく手を洗う、これに尽きると思いま

す。



◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会

2月 3日 累計 会費含む累計

ニコニコ箱 16,000 円 549,000 円 1,569,000 円

ロータリー財団 21,000 円 457,800 円

米山記念奨学会 21,000 円 384,000 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

2/3 ３４ ２５ ４ ２ １ 78.12%

【メーキャップ】 1/28 福井南RC 小見山 1/24分 柿木 12/17分

◆ニコニコ箱◆ 寄付者 １２名

東角会長 ご苦労様です。明日から立春。気持ちを新たに

がんばりましょう！

竹内幹事 本日は委員会の日です。よろしくお願いします。

下田 コロナウイルスに気を付けましょう。

金 先週の新年会は親睦委員会の皆さん、ご苦労様

でした。

倉本 私と妻の誕生日を自祝して。

水﨑 先日の丸岡定時制との交流もちつき会とてもよ

かったです。職業奉仕委員長御苦労様でした。

松井 妻の誕生日を自祝して。

道木 風邪に気を付けて。

委員会報告 ２月３日（月）

◆ロータリー財団◆ 寄付者 １７名
中島 林田千之 北 下田 金 林田恒正 山下
東角 杉本 竹内 松井 道木 川上 竹澤 西出
竹吉 南勝文

◆米山奨学会◆ 寄付者 １８名
中島 林田千之 林田數一 北 下田 金 林田恒正
山下 東角 水﨑 杉本 竹内 松井 道木 川上
竹澤 竹吉 南勝文

川上 風邪が流行っていますので、うがい、手洗い忘れずに！

竹澤 今週水曜日にようやく雪が降るらしいです。

竹吉 丸岡高校定時制でのもちつき大変お世話になりました。あ

りがとうございました。

南勝文 本日も御苦労様です。

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

２月度祝事

会 員 誕 生 日

2/11 川上会員 53

2/24 倉本会員 77

結 婚 記 念 日

2/1 南 勝文会員

会 員 夫 人 誕 生 日

2/8 倉本 会員夫人 記代子様

2/10 水﨑 会員夫人 邦子様

2/11 山岸 会員夫人 奈美子様

2/26 松井 会員夫人 早苗様


