
 

 

  

 

  

「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６月１５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 ６月１５日（月）第 2015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次年度前期地区分担金について 

②新世代育成基金 最終審査結果のお知らせ 

 ⇒今年度申請額 １１万円振込済 

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  南 勝文会員 

『自動車の誕生と成長と未来』 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

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 

 

今後の予定  

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 

・新年度も月に１度の例会になるクラブあり。 

ビジターで参加される場合は事務局まで。 

・メーキャップのみは、全クラブ感染防止の対策

の為、中止 

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 

令和２年 ６月２２日（月）第 2016回例会 

１年を振り返って 

 理事 

（柿木クラブ管理運営・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 

 

 クラブフォーラム 

  「定款・細則・事務規定」の変更について 

  

次回の例会  

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。 

次年度 ７月６日の例会からは 

通常通り 

「城のまちコミュニティセンター」 

★お間違えの無いようお願いします。 



 

  
みなさん、こんばんは。例会ご出席ありがとうございます。６月に入り、非常に暑

くなってきました。マスクをかけていますとますます暑さが堪えますが気をつけてい

ただきたいと思います。 

昨日は、坂井市のクリーンアップデーでした。各地区では、奉仕作業等々に励まれ

た方もたくさんいらっしゃると思います。新型コロナウイルス感染防止の状況下で

は、中止になったところもあるようです。私の地区でも議論になりましたが、地区の

環境を守るためには必要だろうということで密にならないように実施しました。自粛

が続き外出を待ちかねていた方もいらっしゃるからでしょうか、例年の倍近くの参加

者がいました。地区全体の田畑、山、集落のおよそ１００町歩くらいの面積を８０人 

～１００人で手分けして、ゴミ拾い、草むしりなどの活動をしました。 

 今年は、敬老会は全地区一斉に取りやめになりました。先日ものうねの郷づくり協議会役員会では、地区の祭

りはどうするのかという議題がありました。ほどんどの地区は中止になっていますが、長畝地区は、コミュニケー

ションツールは大切だろうという結論がでて、郷祭りは実施となりました。地域を思う気持ちを行動に表すことが

大事であるという共通認識を持ちました。確かに、密になるので集まるのはよくないという風潮で何もかも中止に

するというのはいかがかと思います。やらないことの方が大きな問題ではないかと感じます。 

ロータリーの今年度の例会は、本日含めて３回ですが、杉本年度の時は、非常に大変なスタートにはなります。ソ

ーシャルディスタンスを取って共に語らい、共に行動するということは大事なことではないかと思います。是非皆

さんも、ロータリーとはなんぞや、ロータリーの例会とはなんぞやということを今一度考えて、出席するように努

めていただきたいと思います。 

本日の例会前に理事会を開催いたしました。残念なことにチャーターメンバーの中島会員さんから６月末での退

会届が提出され、理事会で了解を致しました。視力の衰えで外出できないというのが理由です。最終日には、お迎え

に行きこの場で皆さんにご挨拶をいただくようにしたいと考えています。 

また、もう１点、先日のクラブフォーラムで委員長より説明した定款・細則・事務規定について、会員からの質問

がありましたので、それについて理事会で議論し、理事会決定案を皆さんに後日郵送します。最終例会の時に賛否

の取りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

最後になりましたが今日久々に卓話です。竹吉会員が非常に熱心な資料も準備されましたので、しっかりと聞い

てあげていただきたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。 

東角 操 会長挨拶                     ６月８日（月） 

【審議事項】   全て全会一致で承認 

①会長方針について 

②組織案について 

③年間プログラムについて 

④７月プログラムについて 

⑤2020-21年度クラブ予算について（会費削減案含む） 

 ⇒５万円に減額 

【その他】 

・山岸会員の出席免除の申請あり 

・オンラインの検討が必要ではないか 

・懇談・協議・審議のやりかたを委員長に伝える 

杉本年度 第１回理事会  議事録                ６月８日（月） 

日  時 内  容 

7/6（月） 
祝事  バッチ交換 

活動方針発表① 会長・幹事・各理事役員 

7/13（月） 活動方針発表② 各理事役員（４大奉仕） 

7/20（月） 
会員卓話  

 山岸会員『未定』 

7/27（月） 
外部卓話  

「明智光秀について」 

称念寺住職 高尾 誠 様 

  

７月プログラム 

今年度は、入会順に 

卓話を依頼する予定 

東角年度 最終理事会  議事録               ６月８日（月） 

 
①中島会員 退会届  ⇒ 受理 

②「定款・細則・事務規定」について   質問事項について協議 

⇒ ６/１２までに変更した内容を会員宛てに郵送、６/２２例会時に会員全員で議決 



 

  

 

 

 

教員の道を歩むことになったきっかけは、高校時代に、丸岡高で個性溢れる先生方の指導を受

けたことが大きいと思います。高校時代、理系クラスに所属していましたが、将来は、読書とか

かわる仕事に就きたいという、漠然とした思いもありました。そのような理由で教育学部を受験

し、卒業後、高校の講師になりました。 

創設間もない丹南高校で初めての教職(常勤講師)に就いたのですが、教員が身内にいなかっ

たので、戸惑うことが多々ありました。丹南高校では、パワー溢れる教師集団に刺激を得ながら、 

剣道部の顧問として生徒と一緒に練習し昇段試験も受けました。講師２年目は羽水高校でした。座席は戸田民男先生の隣

で当時桐朋大学付属高校に入学したばかりである娘の弥生さんのお話を伺うことができました。 

正式な教員として採用されたのは嶺南の小学校です。敦賀南小学校に４年間勤務しました。赴任早々、クジに外れて寮

に入れずショックを受けましたが、２年目に再び引いたクジに当たり教職員寮に入ることができました。５年生の担任。

評判の悪童クラス。生徒指導に明け暮れた毎日でした。６年生へ持ち上がり、以後、２回連続６年生を担任。生徒指導主

事も担当しました。研究授業の大失敗。はじめての「いじめ事件」対応などを経験しました。卒業生を３回送り出した後、

創設間もない武生東高校に異動となりました。 

武生東高校では、生徒会、サッカー部顧問、文系進学クラスの担任となりました。県内初の国際科をもつ学校で、国際

科はすべての学校生活を英語で行う驚きの学校でした。サッカーの練習試合で屈辱の審判交代、進学実績のノルマ達成な

どハードな勤務で、今ならブラック……と言われたことでしょう。帰宅時間は毎日２３時。高速道路を車で走るような毎

日でした。進学指導と生徒指導の間で悩んだ４年間ののち、丸岡高校へ異動となりました。 

丸岡高校では、理系クラスの担任をする一方、PＴＡ、同窓会の担当をさせていただきました。当時の北信越大会、全国

大会に何度もご一緒させていただいた当時のＰＴＡ会長、副会長の方々とは今でも親交があります。また、当時の同窓会

中島会長、林田副会長には今でもお世話になっております。全国サッカー選手権大会への出場で毎年正月は関東で迎えま

した。これまで生徒指導・進学指導中心だった教員生活が、地域連携へ大きく向きを変えるきっかけになった５年間でし

た。県主催の様々な業務を担当することが多くなり、県教育研究所への異動となりました。 

福井市福新町にあった教育研究所には、通算７年間勤務しました。教員を対象とした研修講座の企画運営、最新の教育

の研究と発表、現場の学校支援が主な業務でした。学習指導要領改訂の時期と重なり、福祉教育、教育評価、総合学習な

ど新しい教育内容を担当しました。教育研究で福井大学安藤教授との出会い、学会発表。学力調査を始め様々なテスト問

題への関わりなど、現場でできない経験を積むことができました。職場で約８割を占める小中学校教員と福井県の教育の

あり方や教育の未来について議論したことが。今となっては思い返されます。７年後、大野高校への異動となりました。 

大高出身者率の高い職場で、２年目に定時制の担当となりました。中学時代不登校を経験した８人の生徒たちの担任(最

後の担任)。４年後に全員卒業させることを目標にして取り組み無事卒業させることができました。家庭問題、授業料の問

題、人間関係、いじめ、暴力等、定時制はまさに教育問題社会問題の縮図でした。濃厚な教員生活でした。この間、未履

修問題等、全日制を舞台に様々な教育問題が起きましたが、大野高校百周年記念事業で式典部門のチーフとして参加した

ことが、のちに、丸岡高校百周年記念事業で活かされることとなりました。定時制から全日制に戻り、２学年の主任にな

りました。心を病む生徒、担任の続出。各クラスの悩める生徒に対応。３年主任として全員卒業させるため職員会議で力

説。その後、進路指導主事、教務主任を歴任し、教頭の補佐をし、学校のカギをかけて帰る日が続きました。 

大野高校に７年間勤務したのち、丸岡高校定時制へ異動

となりました。２年目にはそのまま教頭席へ。荒れた生徒

たち。狼と羊。丸岡高校百周年記念事業への関わせていた

だき、丸岡ＲＣの方々にも大変お世話になりました。 

３年後、校長として奥越明成高校へ赴任しました。勝山 

南高校、大野東高校が統合し、工業、商業、家庭、福祉の専門学科をもつ県内初の総合産業高校です。大野勝山双方の出

身者が中心で、教育委員会、中学校と連携することが重要でした。 

２年後、新設の坂井高校への異動となりました。農業２、工業４、商業１、家庭１、１学年８クラスのマンモス校です。

専門生の高い職業系の教員、特色ある部活動、多様な生徒・保護者への対応など伝統と誇りをもちながら課題も山積して

いました。経営的視点をもった生産者の育成に取り組み、地域の産業人材を輩出することができました。2017 年夏の第 99

回甲子園大会へ出場できたことは生涯忘れられない思い出となりました。2018年 3 月に退職し、組織から地域へ、業務か

らライフワークへ。学校と地域との架け橋となり、これまでの知識と経験を地域人材の育成に活かしたいと考えています。 

＜会員感想＞竹吉会員は激動（激変）する現場で先生と生徒、先生と先生、先輩と後輩の在り方、移り変わりをご自身の

経験から実に分かり易く聞かせて頂きました。有難う御座いました。            （文責 八百山正栄） 

新入会員卓話                    ６月８日（月） 

『教師の仕事 昔と今』 竹吉 睦 会員（2019.7.1入会）  

福井県立丸岡高校教諭＜再任用＞（福井県立坂井高校 元校長） 



 

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  

台湾の高校生と丸岡高校生との初めての「オンライン交流」を見学しました。 

担当の先生が台湾側の先生と事前にメールで打ち合わせをして、資料等を準備し、

授業の一環として週 1回 45分間、グループに分かれて、英語でおこないました。 

リハーサル時には、クリアな音声だったようですが、本番は雑音が入り発音が聞

き取りにくかったです。また、台湾は、セキュリティーが脆弱な「Ｚｏｏｍ」ソフ

トは使用禁止だそうで、「Ｓｋｙｐｅ」を利用していました。 

コミュニケーションスキルをアップさせるためにオンライン授業はいいものだと感じました。語学力を身に付

け、相手に伝えるための表情をし、道具を使い、仲間で一緒に考えるなど、一度に多くの事を学べる場所ではない

でしょうか。今後の生徒達の成長が楽しみです。 

国際奉仕委員会のタイ留学事業にも繋がっていく内容を考え

て、今回のオンライン交流会を参考にしていきたいと思います。

オンライン交流をするために、会員からメンバーを募って、その

メンバーを中心に留学事業の交流内容を企画していけたらと考

えています。合わせてタイ側のネット環境や、交流する場所、日

程を調査していきます。 

丸岡高校オンライン交流会について  西出国際奉仕委員長 ６月９日（火） 

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 6 月 8 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 27,000 円 706,000 円 1,756,000 円 

ロータリー財団 15,000 円 571,800 円 

米山記念奨学会 13,000 円 474,000 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 

6/8 ３４ ２９ ４ ０ １ 87.88% 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １９名 

東角会長 竹吉会員様 卓話お願いします。 

竹内幹事 竹吉会員 本日の卓話よろしくお願いします。 

釣部   竹吉会員 卓話ご苦労様です。 

林田千之 例会を「ナ」抜きで「コロ、コロ」楽しもう！

竹吉先生 楽しみにしています。 

山岸   お久しぶりです。欠席が続きました。 

林田數一 誕生日を自祝して。 

下田   竹吉先生 卓話ありがとうございます。 

林田恒正 コロナ問題！早く解決！！ 

山下   竹吉さん 本日はご苦労様です。 

倉本   竹吉会員 本日は卓話有難う御座います。昔と

現在の先生 何かおもしろそうです。 

水﨑   竹吉さんの卓話楽しみです。頑張って下さい。 

柿木   竹吉先生 卓話よろしくお願いします。 

委員会報告                     ６月８日（月） 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １３名 
釣部 林田千之  北  下田 林田恒正 東角 水﨑 

柿木 竹内 道木 竹澤 八百山 南勝文 

◆米山奨学会◆     寄付者  １２名 
釣部 林田千之  北  下田 林田恒正 東角 

柿木 竹内 道木 竹澤 八百山 南勝文 

杉本   本日次年度の第１回目の理事会です。７月宜しくお願いしま

す。 

前川徹  次女の二十歳の誕生日（5/30）を祝して 

道木   竹吉会員 卓話ご苦労様です。 

川上   竹吉会員 卓話楽しみです。 

竹澤   竹吉先生 卓話よろしくお願いします。 

八百山  竹吉さんのお話を楽しみにしています。山下さん業界トップ

就任おめでとうございます。 

南勝文  本日も御苦労様です。 


