
 

 

  

 

  

「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３月２３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 ３月３０日（月）第 2013回例会 

Ｄグループ卓話 青少年奉仕委員会担当 

次回の例会  

令和２年 ４月 ６日（月）第 2014回例会 

祝事 委員会の日 

令和２年 ４月１３日（月）第 2015回例会 

新入会員卓話 南勝文会員 『（未定）』 

令和２年 ４月２０日（月）第 2016回例会 

クラブ細則・事務規定見直し案について 

クラブフォーラム 

令和２年 ４月２７日（月）第 2017回例会 

三国ＲＣとの合同例会（ホスト：丸岡ＲＣ） 

講演会：称念寺ご住職 高尾誠様 

    『称念寺と明智光秀』 

今後の例会予定  

令和２年 ３月２３日（月）第 2012回例会 

19：00 開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「我らの生業」 斉唱 

会長挨拶   東角 操 会長 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

①新型コロナウイルス対策で例会を中止する場

合の考え方について 

⇒理事には連絡済 

②2019-20年度地区大会 中止のお知らせ 

③地区主要行事の 中止並びに開催延期などの

連絡 

④青少年向け 地区大会「青少年の集い」中止 

⑤04.12（日）会長エレクト研修セミナー

（PETS）の案内 

 ⇒3/20より日程変更 

⑥国際奉仕アンケートご協力のお願い 

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 

『教師の仕事、昔と今』 竹吉 睦会員 

20：00 閉会点鐘 

 

本日の例会  

福井県内下記ロータリークラブ 

３月末までの例会が臨時休会およびビジター受付のみも

中止のクラブが多数です。 

ビジターでお越しいただく際は、事務局にお問合せいた

だくようご注意ください。 



 

 

  
本日のお客様は、前ガバナー補佐の木村昌弘様でございます。後ほど挨拶をいただきま

す。 

３月に入りました。先月の終わりに今まで消極的な様子だった安倍首相が小中学校の休

校措置を要請しました。小さなお子様を持つ保護者は大変だと思います。我が社でも、学

校に通う子どものいる職員が休みをとっています。 

福井ではあまり緊迫感はないですが、東京は様子が一変しています。毎週東京に出張に

行っていますが、先週は、以前なら大混雑の電車の駅や空港もガラガラでした。得意先に

訪問すると、部長、課長クラスが出社しているだけで、一般の従業員は、テレワーク勤務 

でした。感染者が多い地域で、私も感染しないように万全の体制で臨んでいますが、発症までの潜伏期間が長い

とか、感染しても症状が出ないなどがあるようでとても心配です。現在福井県では、幸いにして感染者は出てお

りませんが、感染の疑いがあるということで、石川県や東京都で隔離されてる方もいらっしゃるようです。大変

な騒動でございますが危機管理という点から、相当我々もしっかりと考えていく必要があろうか思います。私は

パナソニック商品を扱っておりますが、便器や、ユニットバス、システムキッチンが納入されず納期も不明とい

うことで、非常に困っております。会員の皆様の中にも、得意先の不調であったり、部品が入ってこなかったり、

など、何人もいらっしゃるかと思います。物も人も全てグローバル化された社会で、世界地球のどこかでなにか

があればすぐに我々にも響いてしまうという社会を生きていることを改めて認識をしました。BCP（Business 

Continuity Plan 事業継続計画)にのっとって、緊急事態への備えをし、緊急事態において的確な決断を下すた

めには、あらかじめ対処の方策について検討を重ね、日頃から継続的に訓練しておくことが必要かと思います。 

 開会前に緊急理事会を開催させていただきました。後ほど竹内幹事から詳しく説明はございますが、来週と再

来週は休会に決定しました。今回のコロナウイルス感染症の拡大については、ご自身のこととしてとらえてしっか

りと健康管理をしていただきたいと思います。 

それでは本日は、委員会です。３月～５月まで予定がかなり狂うことを踏まえながら各委員会で今後の事業につ

いての話し合いを積極的に進めていただければ幸いでございます。本日もよろしくお願いいたします 

東角 操 会長挨拶                     ３月２日（月） 

丸岡ＲＣ担当のガバナー補佐の小林和美さんが、昨年の１２月２５日に不慮の事故に

遭われ、休養されています。２月８日の諮問会議にて復帰するまでの間私が代理となり

ました。６月末までの小林ガバナー補佐の任期の代理で、クラブと地区とのつなぎをス

ムーズにする役目をしてまいりますので、どうぞよろしくお願いします。 

またコロナウイルス感染症の拡大防止の政府からの要請にて、各クラブ休会になって

います。また地区での各行事も開催が不透明な状態です。次年度へ向けての準備段階の

時期になりますが、支障が無きようサポートしてまいります。 

 

 

 

ご挨拶 木村昌弘前ガバナー補佐             ３月２日（月） 

ガバナー事務所より 新型コロナウイルス対応『例会』開催の考え方について 

世界中を震撼させております掲題の件につきまして以下にご連絡致します。ガバナー事務所宛に関連する

お問合わせを頂戴いたしておりますが 標準クラブ定款では明確に「理事会判断よる例会の取りやめが可能

である事」を明記しております。 

貴クラブにおかれては何とぞ深いご理解深いご理解ご判断をもってご対応頂きたくお願い申し上げます。 

地区行事の中止について 

４／５ 地区大会  ４／１２ 次年度地区研修・協議会  ３/２０ 会長エレクト研修（ＰＥＴＳ） 



  委員会の日                               ３月２日（月） 

Ａｸﾞﾙｰﾌﾟ 東角会長 中島 南利明 林田千之 小見山 下田 金 

      奥村 柿木  前川徹 

＜会議内容＞①事務規定の変更について 

・第２条 理事及び役員の選挙 原稿が分かりにくいため変更案を説明 

⇒第２条 第１節 次々年度会長の位置付けが分かりにくい。 

・第４条 会長不在の代理を定める。 

・第９条、第１０条 部門を委員会へ変更 ⇒４つの委員会をまとめる奉仕プロジェクト委員会の委員長は重要なポ

ストを担う。・第１２条 会員選挙の方法 ⇒職業分類は同じ職業５つまででよい 「他の奉仕団体の会員であった

者」ロータリークラブと明記してもいいのではないか 

Ｂｸﾞﾙｰﾌﾟ 上屋敷 北 竹内幹事 岩田  

＜会議内容＞①倉田会報委員長の後任について 

⇒会報委員会：八百山・前川正智・海道・竹吉・南勝文会員 

４月・八百山会員 ５月・竹吉会員 ６月・上屋敷会員 

②会報記載内容について⇒スリム化をしてはどうか ③６/２９お疲れさん会について 

 
Ｃｸﾞﾙｰﾌﾟ 倉本 水﨑 杉本 松井 川上 竹澤 西出 

＜会議内容＞国際奉仕委員会 次年度事業で地区補助金申請中 

⇒会員宅でホームステイ２日間の予定。１２日間の滞在中メンバーに

タイの子供たちの送迎等のお手伝いをお願いする。 

１０月２０日～１０月３１日 計 １０名来日予定 

タイ・プラティープ財団カンチャナブリ校の高校生 6 名 

カンチャナブリ市内の高校生２名 随行の先生 1 名 通訳１名 

Ｄｸﾞﾙｰﾌﾟ 林田恒正 山下 三寺 竹吉 海道 南勝文  

＜会議内容＞「丸岡町青少年の未来のためのフォーラム」について 

・ロータリーが開催するべきことか？・福井ＲＣも企画している。子ども

の貧困など。地域福祉協議会が主催。・いじめサイトつくりも含めて「い

じめ対策」を考えたり、討論したり？フォーラムは討論会なので。 

サイトを作成するだけでは、ロータリーの事業ではない。 

⇒再度、近年の学校での「いじめ対策」を学ぼう。サイト作成ありきでは、ダメなのでは。。。。 

参加報告 竹澤職業委員長              ３月２日（月） 

 地区職業奉仕講演会 

 ２月２４日（月・振休） 京都テルサホールにて 

林田千之会員と参加しました。 

「職業奉仕」と「親睦」はロータリークラブの金看

板です。 

今回講演会の講師は、武田一平さん（ニチコン株式会

社）鴻池良一さん（スケーター株式会社）大きな会社 

を経営されている方々でした。社員はもとより取引先の全てが満足する

ような公益性を持った取り組みを行っているということ、高潔な人間が

ロータリークラブに集まり、それがクラブの品格をもたらすということ

でした。特に印象に残った言葉が、チェンジ（変化）とチャレンジ（挑戦）

です。これはスピードを持ってやるという事を成功するまで諦めない、や

り方を変えながら成功するまで失敗を恐れずに、諦めないのが、成功する

秘訣だと。とてもいい言葉だと思いました。 

以上です。ありがとうございました。 



 

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 3 月 2 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 29,000 円 606,000 円 1,626,000 円 

ロータリー財団 15,000 円 506,800 円 

米山記念奨学会 14,000 円 423,000 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 

3/2 ３４ ２６ ５ １ ２ 81.25% 

【メーキャップ】 2/27 福井県下RC会長幹事会 出席会員 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １７名 

木村パストガバナー補佐 

     小林和美ガバナー補佐が復帰まで当分の間、

代理を勤めさせていただきます。地区関係等

のご質疑やご要望がございましたら、私の方

までお知らせください。下半期の充実したロ

ータリー活動にご期待いたします。 

東角会長 大変な騒ぎですが他人の事と思わず身を引き

締めて健康管理しましょう。 

竹内幹事 本日の委員会よろしくお願いします。 

中島   ８７歳の誕生日を迎えます。 

林田千之 右も左も後ろも前もコロナ、コロナ、、、、 

北    誕生日を自祝して。 

金    結婚記念日を自祝して。 

奥村   結婚記念日を祝って頂いて。 

山下   柿木さん 本社とプラントの移転オープンお

めでとうございます。 

倉本   結婚記念日を自祝して。 

 

委員会報告                     ３月２日（月） 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １３名 
中島 林田千之 林田恒正 山下 東角 倉本 杉本 

竹内 松井  川上 竹澤 竹吉 南勝文 

◆米山奨学会◆     寄付者  １２名 
中島 林田千之 林田恒正 山下 東角 倉本  

竹内 松井  川上 竹澤 竹吉 南勝文 

水﨑   結婚記念日です。もう何十年も前の話です。 

柿木   当社のクリクラプラントが正式に竣工いたしました。 

前川徹  園児、保育士に感染者が出たら２週間臨時休園になります。

戦々恐々です。 

川上   今月よりゴルフ同好会を開始しますので、ぜひご参加下さい。 

竹澤   コロナの影響はすごいですね。 

竹吉   新入会員オリエンテーションありがとうございました。誕生

日、結婚記念日を自祝して。 

南勝文  本日も皆様ご苦労様です。 

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  

３月度祝事 

会 員 誕 生 日 

3/1  道木会員  52 

3/3   北会員   78 

3/8  岩田会員  36 

3/11  竹吉会員  62 

3/20  山岸会員   78 

3/28  中島会員  87 

結 婚 記 念 日 

3/17   倉本会員  3/29   奥村会員 

3/18   山下会員  3/29   下田会員 

3/20   水﨑会員  3/28   金会員 

3/28   竹吉会員 

 

今月は、ご夫人誕生日の方は、 

いらっしゃいません 


