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丸岡ロータリークラブ会報
丸岡ロータリークラブ テーマ

「グローバル視野を持った
持続可能な社会を目指し
た
次地域の先駆者になろう！」
回の例会

ＲＩ２６５０地区スローガン

本日の例会
令和２年
19：00

６月 ８日（月）第 2014 回例会

開会点鐘

６月１５日（月）第 2015 回例会

新入会員卓話 南勝文会員 『
（未定）』

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「奉仕の理想」 斉唱
会長挨拶
東角 操 会長
幹事報告

今後の予定
令和２年

≪ガバナー事務所より≫

①ＲＩ日本事務局経理室より
2020 年 6 月 RI レート 1 ドル＝108 円
（ご参考：2020 年 5 月＝107 円）
②次年度の新世代育成基金補助金 申請について
③次年度 地区方針・目標、運営方針について
④次年度 地区行事等開催についての指針
イベント・行事開催指針
⑤WEB 会議開催に必要な設備の整備状況
⇒事務局パソコンについて
地区事務所は ZOOM を活用し、6 月中に会議
開始のための準備
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

令和２年

本日の寄付報告

19：30

新入会員卓話
竹吉 睦会員
『 教師の仕事、昔と今 』

20：00

閉会点鐘

６月以降の例会出席時には、
新型コロナウイルス感染症感染予防策として
以下の点、ご協力お願いします。
①マスク着用
②入口での検温
３７．５度以上の発熱、咳がでる、身体がだるいな
どの症状があるかたは、出席をご遠慮ください。
③入口で手指消毒の徹底
④一人ずつ離れてお座りください
やむなくご欠席されても、欠席扱いにはしません。
⇒欠席連絡は月曜日１５時頃までに事務局へ

６月２２日（月）第 2016 回例会

１年を振り返って
理事
（水﨑会計・林田ＳＡＡ・瀬野会員増強退会防止
上屋敷公共イメージ 杉本奉仕プロジェクト
松井ロータリー基金）
幹事・会長

令和２年

６月２９日（月）休会

お疲れさん会
本年は新型コロナウイルス感染防止のため中止
政府の「新しい生活様式」推進を踏まえて、
３密状態を避けるためにより広い会場での
開催とするため
2013 回～2016 回（６月中）の会場は
「霞の郷 多目的ホール」

福井県内下記ロータリークラブ例会情報
全クラブ、６月２週まで（一部のクラブ６月末ま
で）休会・ビジター受付のみも中止です。
東角年度活動報告書 （6/15〆切）
杉本年度活動計画書 （5/31〆切）
各委員長、事務局へ〆切厳守でご提出ください。

東角

操

会長挨拶

６月１日（月）

皆さんこんばんは。丸岡ロータリークラブのメンバーの皆さんは２ヶ月間コロナウイ
ルスの感染もなく健やかにお過ごしのことと、お喜びを申し上げたいと思います。
本日は丸岡高等学校の教頭先生から４月より校長先生に昇格されました島田校長先生
と、後任の野尻教頭先生がお見えです。後ほどご挨拶をいただきたいと思います。
２ヶ月間例会や事業は出来ませんでしたが、ロータリーとして出来る限りのことをし
ようということで、丸岡高校、坂井高校、坂井市社協さん、障がい者施設並びに我々が
お付き合いのあるタイのプラティープ財団に感染防止のための支援をさせていただきま
した。皆さんもそれぞれのフィールドで、ロータリーの精神で社会に貢献活動されてき
たかと思います。
地区からは、人命が第一、安全第一で行動してほしい、その中で工夫しながら、例会は少しでも続けていただき
たいという要請がありました。Ｗｅｂ上で会議をするというのは難しい点もあるかと思いますが、如何なる時にも
会員の声を受発信できるような体制作りが今後は必要かと思います。
コロナウイルスに対してのワクチン開発は、２、３年ぐらいかかるようです。その中で我々はやはり超我の精神
に則って活動をしていかなければならないと思います。大々的なことはなかなか難しいかも分かりませんが、社会
の幸せのために今後とも皆さんのご協力ご支援をお願いしたいと思います。
クラブ定款細則事務規定を今年度見直してますので、本日は、林田規定審議委員長から説明していただきたいと
思います。
久しぶりでございますが、有意義な時間をお過ごしいただけますようお願い申し上げます。本日は、ご出席あり
がとうございます。

ご挨拶＆お礼

丸岡高等学校

６月１日（月）

５月に高校生用にと５，０００枚のマスクをいただきました。学校に
あるマスクが残り少なく困っていたところにご支援をいただきまして、
本当に助かりました。すぐに、保護者に緊急メールにてロータリークラ
ブ様から頂いたと連絡致しました。
また、日頃よりスタディーツアーやＳＤＧｓの授業など、お世話になりっぱなしです。今後は、地域の中で育
てて頂いた生徒たちを、将来この地域で活躍できる生徒へと育てるこということで、我々は恩返しをしたいと思っ
ております。これからもどうか丸岡高校へご支援いただきますようよろしくお願いいたします 。

参加報告

子供食堂

お弁当配布

西出会員

５月３１日（日）１１時から１３時まで最初小雨の降る中、竹吉
会員と準備・後片付けのお手伝いと今後の活動の内容についてお話
をうかがって来ました。
全体で 300 名以上の方が来場され感染予防対策として、屋外での
配布、ソーシャルディスタンス等対策をとって行っていました。
お弁当は購入したものを配布していました。通常は生協さんや近隣の農家さんなどか
らの寄付して頂いた材料を使用してボランティアスタッフが
調理するのですが、今回は感染予防のために寄付して頂いた
食品は来場された方に無料で配布しました。
今後は高椋公民館で通常開催を考えていますが、館内での飲食が出来ないとか、一度
に室内に入れる人数が 15 人までとか使用制限があるので、開催に向けて工夫が必要と
感じました。

クラブフォーラム

６月１日（月）
林田千之規定審議委員長
「クラブ定款・細則・事務規定 見直し案」について

定款細則事務規定の見直しを半年ほどかけて行ってきました。ＲＩより手続き要覧が
発行されています。今回は、標準ロータリー定款も変更になっていましたので、細則だ
けではなく、今回定款も見直しました。

まず、ロータリークラブそして会員がどうあるべきかを定款の中
で定めてありますので、その部分を抜粋しましたので、ご確認く
ださい。

①

第５条 目的 第 2

職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会
に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること

②

第８条 会員身分 第 1 節 — 全般的資格条件
本クラブは、善良さ、高潔さ、リーダーシップを身をもって示し、事業、専門職
務、および／または地域社会でよい評判を受けており、地域社会および／または
世界において奉仕する意欲のある成人によって構成されるものとする。

③

第１３条 会員身分の存続 第 5 節 — 終結 — その他の理由
本会合の指針となる原則は、第 8 条の第 1 節および、
「四つのテスト」、およびロ
ータリアンの高い倫理基準とする。

次に、定款に「衛星クラブ」について記載されています。「衛星クラブ」とは何かを説明します。
衛星クラブのガイド
「新しいロータリークラブを作りたいけれど、十分な数の創立会員がいない」
「既存クラブが会員の期待に応えていない」
「例会時間の都合が合わない」
「社会奉仕に熱心な少人数で新しいクラブを作りたい」
このような思いを抱いている方は、衛星クラブの設立を検討できます。
なぜ衛星クラブをつくるのか？
ロータリークラブの結成と同様、衛星クラブを結成することで、地元市民やビジネスリーダーをつなぎ、ア
イデアの交換と行動を通じて地域社会に貢献することができます。衛星クラブはさらに・・・・
• さまざまな職業や奉仕の関心をもつ人に入会の機会を提供できる。
• より少ない経済的負担でクラブを体験できる。国際ロータリーの人頭分担金の額は全会員均一だが、ク
ラブの会費はクラブの裁量で低く設定できる。地区もまた、衛星クラブの地区会費を低く設定できる。

委員会報告

６月１日（月）

◆ロータリー財団◆
南利明
山下
竹澤

寄付者

釣部 林田千之 下田
東角 倉本 水﨑 杉本
南勝文

◆米山奨学会◆
釣部
東角
竹吉

林田千之 下田
倉本 水﨑 杉本
南勝文

◆出席報告◆

１７名

金 奥村 林田恒正
竹内 道木 川上

寄付者

6/1

３４

出

席

５

１

２７

寄付者

２３名

679,000 円

ロータリー財団

36,000 円

556,800 円

米山記念奨学会

25,000 円

461,000 円

倉本
水﨑
杉本
三寺
前川徹
道木
上屋敷
川上
竹澤
竹吉
南勝文

会費含む累計
1,729,000 円

5/21 前川正智 会員夫人 有紀様

5/22 林田恒正会員 81
81

81.82%

会 員 夫 人 誕 生 日

50

6/1

１

例会出席率

新型コロナウイルス少々落ち着きましたが油断禁物です。早い
終息を願うばかりです。
コロナウイルス騒ぎのうちに夏になりました。我が家の瀬戸で
は、ホタルがでています。
皆様おひさしぶりです。
お元気そうでよかったです。今後とも頑張りましょう。
ようやく新学期がスタート。小・中・高校生の生き生きとした
姿が戻ってきました。
お久しぶりです。まだまだ大変ですが乗り切りましょう。
皆様お久しぶりです。４月から丸岡に事務所を借りて仕事をし
ています。遊びに来てください。
皆さんにお会い出来てうれしいです。
皆様お久しぶりです。
コロナに負けずにがんばりましょう！！
お久しぶりです。まだまだ大変な時期ですが頑張りましょう！

5/15 林田數一会員 71

72

欠席

累計

56,000 円

祝事

5/30 八百山会員

出席免除者

ニコニコ箱

員 誕 生 日

釣部 会員

届無欠

6月1日

皆さんご無沙汰です。お元気でしたか？コロ
ナに気持ちで負けないようにしましょう。
竹内幹事 結婚記念日 妻の誕生日を自祝して。
南利明
会員の皆様お元気でしたか？大変うれしく思
っております。誕生日、結婚を自祝して。
釣部
誕生日を自祝して。
林田千之 おひさしぶり！
小見山
結婚記念日を自祝し、共に元気で日々過ごす
ことが出来感謝し又会員皆様方のお顔を見る
ことが出来、よかったね。
北
コロナウイルスに負けずに皆様がんばりまし
ょう。
下田
妻の誕生日を自祝して。
金
皆様お久振りです。お元気そうでなによりで
す。
奥村
コロナに勝って生き延びましょう。
林田恒正 誕生日を自祝して。コロナに勝つようがんば
りましょう！
山下
県の宅建協会会長に就任しました。皆様ご指
導宜しくお願い致します。

5/21 海道会員

届有
欠

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会

東角会長

会

会員数

１７名

金 奥村 林田恒正 山下
竹内 道木 川上 竹澤

◆ニコニコ箱◆

５月・６月

例会日

出席委員会

結

婚 記 念 日

南会員

5/23

小見山会員

5/20 松井会員

5/25

柿木会員

6/1

6/12

三寺 会員

5/1

竹内 会員

5/25 西出 会員夫人

ゆみ様

6/5

佳名子様

竹内 会員夫人

6/15 下田 会員夫人

光子様

6/18 前川徹 会員夫人

久仁英様

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 w e b m a s t er @ m a r u o k a - r o t a r y . c o m
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

