
 
  

令和２年１２月１４日（月）第 2028 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   杉本 政昭 会長 

幹事報告  三寺 康信 幹事 

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  ロータリー基金委員会卓話 

    「地区ロータリー財団について知ろう！」 

     ～オンラインセミナーＤＶＤ視聴～ 

20：00  閉会点鐘 

20：00 年次総会 

本日の例会  

令和２年１２月２１日（月）第 2029 回例会 

外部卓話 「称念寺と明智光秀」 

称念寺 ご住職 高尾 察誠 様 

次回の例会  

令和２年１２月２８日（月）年末の為 休会 

令和３年 １月 ６日（水）第 2030 回例会 

移動例会  國神神社にて 新年参拝 

令和３年 １月１１日（月）祝日の為 休会 

令和３年 １月１８日（月）第 2031 回例会 

会員卓話  金 定基会員 

令和３年 １月２５日（月）休会 

会場（さくらホール）工事につき使用不可の為 

今後の予定  

幹事報告  

＜ガバナー事務所より＞ 

① ロータリー財団補助金管理セミナー 

オンライン開催 予定が DVD 変更 

（本セミナーは財団補助金申請資格の条件） 

② 1/16 青少年奉仕会議 （オンライン） 

 竹吉委員長参加予定 

③ 4/4 地区大会 福井での大会中止 

 京都にて、会長・幹事の参加に変更 

④ 後期分担金一人 8,000 円 

（今年度のみ減額、例年 13,500 円） 

 

令和２年１２月１４日発行 

連絡の徹底お願いします 

①欠席は理由を添えて 

  ②オンラインでの例会参加希望 

例会開催月曜日１５時までに 

事務局へご連絡ください。 

福井東 RC 月 12:00～12:30  12/21  ⇒ なしに変更 アオッサ１Ｆ入口付近 

 

ビジター受付のみ実施日    詳しくは https://rid2650-pub.com/ 

 



 

  

皆さんこんにちは  
近頃、大変日の暮れるのが早く感じられます。県では高齢者交通死亡事故多

発警報が発令されたということで、徒歩で来られる会員方様には車に気をつ

けて、また車の会員方様は安全運転で例会場に来られるよう願います。 
 昨日（６日）に、クラブ会長と松原ガバナーとの第２回ＷＥＢ懇談会が、

午後２時から約２時間開催されました。第１部では、2022 年規定審議会提出議

案説明会、第２部では、懇談会という形で、９４名参加のもと行われました。 
第１部の「2022 年規定審議会提出議案」説明会では、改正案など６提案が出

されております。 
また、第２部の懇談会では、本年度の地区大会に関して、４月３日、４日に

福井で行う予定でしたがコロナ感染拡大を鑑みて、中止となりました。ただ会 
長幹事のみ参加での地区大会という形で、京都ホテルオークラで行う計画を進めているという事です。さらなる感

染拡大状況によっては、リモートでの地区大会も考えていると発表しました。なおこれらに伴う後期分担金の徴収

は見送ることも併せて報告を受けました。 
また、ガバナーアドレスで、松原ガバナーが「私の最大のミッションとして、コロナウイルスに感染しない事、

させない事」という言葉を挙げられました。地区事業が全て縮小、中止となる現状の悔しさと、後期に向けて共に

コロナと戦っていこうという熱意を感じました。 
今日は、各奉仕委員長様から今後の事業について発表がありますが、１か月先のコロナ感染状況も不透明な中、

各委員長様、事業推進に、大変ご苦労なさっております。どうぞその旨ご理解いただいて発表をお聞きいただきた

いと思います。本日も宜しくお願い致します。 

杉本 政昭 会長挨拶                         １２月７日（月） 

第７回理事会 報告                     １２月７日（月） 

【審議事項】 

 ①１月プログラムの決定 

 ②1/6   國神神社での新年参拝例会 

③1/25  新年会⇒中止  

コミセンさくらホール改修工事につき使用不
可の為、通常例会も中止 

 ④12/21  丸岡高校定時制における職業講話について 
１０人～１５人の講師（RC メンバーに依頼） 
１人１０分から１５分 

【報告事項】 

 ①次年度理事会役員について  
  ⇒決定後、12/14 例会前、臨時理事会にて再度報告予定 

日  時 内  容 

1/4（月）⇒

1/6（水） 
國神神社で新年参拝例会  祝事 

1/11（月） 祝日の為 休会 

1/18（月） 会員卓話 金 定基会員 

1/25（月） 会場使用不可の為 休会 

 

●卓 話  ＜ロータリアンに知っておいて欲しい「例会のこと」より抜粋＞ 

ロータリーでは、例会後半の約３０分間に、クラブ会員や外部の招待講師から話を聴くことを卓話と呼んでいま

す。会員卓話では、ロータリーに関する話はもちろん、自己の職業を通してどのように社会へ貢献しているか、ど

のように事業の発展継続に取り組んでいるか、そのためにどのような職員教育をしているかなどが、好ましい内容

です。また、ゲスト卓話では、ビジネスや社会の動向、科学・教育･文化の話など、会員の知識や教養を高め、情

操を豊かにし、かつ「ロータリーの目的」の推進達成に繋がる内容が好ましいと言えるでしょう。留意して欲しい

のは、むやみに外部の講師を招くのではなく、むしろクラブ会員にこそ卓話の機会を十分に与えるべきです。クラ

ブ会員は一人一人が業界の代表者であり、豊富な知識や経験を持っています。例えば、「我が職業とロータリーを

語る」などは、最適な会員スピーチでしょう。会員同士の情報や意見の交換を通じて、互いの親睦や敬愛の念を深

め合い、研鑚と奉仕の心を高め合いながら、価値ある奉仕の実践に繋げていくことが、まさにロータリーの伝統で

あり、真髄だということを大切にしていこうではありませんか。なお、外部講師に対しては、ＲＩの現または元役

員、他クラブのロータリアンの場合は、例会を担当するクラブが相応の費用を負担することになっています。 



 

  

委員会の日                    １２月７日（月）                 

Ⅰ. 各奉仕委員会 今後の活動予定 

 瀬野職業奉仕委員長 

①職場訪問について 

現在工事中の坂井市役所が４月に完成したのち、訪問できればと考えています。 

②丸岡高校定時制コミュニケーションスキルアップ事業について 

昨年の餅つきのような行事は現在のコロナ禍で不可能なため、歴史的名所を高校生と一

緒にウォーキング、体育館で卓球・バレーなど、スポーツをするのはどうかという意見

が出ました。学校側と協議をしていた中で、学校から職業講話の依頼を受けました。 

この、職業講話の講師を依頼するのに学校側は例年とても苦心されているそうです。今年は、RC として協力で

きること嬉しく思います。また、昨年度竹澤委員長の時からの定時制とのつながりを学校側もとても喜んでいま

す。今後も引き継ぎして定時制高校とのパイプをしっかりと繋いでいきたいなと思っております。 

海道社会奉仕委員長 

①婚活事業について 

昨年度のバツ婚クラブ事業に参加して、充実した活動ができました。また、地区の社会

奉仕事業の中でも注目された事業でありましたし、事務局にも開催予定の問い合わせがき

ています。今年度もぜひ事業をしたいと考えています。他団体の状況を調べてみると、少

人数で個室開催、オンラインでなど、大規模なパーティはありません。場所や、感染予防

に配慮した形で、開催できる方法を探っていきます。 

西出国際奉仕委員長 

①タイ高校生の日本への短期留学事業について 

コロナ禍で、延期。地区補助金はすでに受領済。１年間は延期が可能なので、期限まで

様子をみることにします。それでも事業遂行が不可能な場合、代替事業を考えています。

案としては、カンチャナブリの生き直しの学校と日本の高校とのオンライン交流ができる

環境整備をしていく事業です。プラティープ財団を通じて、カンチャナブリのＲＣに協力

を求めて、設備を整えるための費用の見積りをしてもらい、調整していきます。 

②島原南ＲＣとの姉妹クラブ締結更改について 

４月頃、島原南ＲＣで行う予定。連絡待ち。 

 
竹吉青少年奉仕委員長 （オンラインで参加） 

①子ども食堂について 

月１回バスターミナルで開催しており、４００人程度が参加されています。丸岡高校生

も９月より協力しています。 

①いじめに関する講演会について 

大人数でのセミナーは不可能なので、現場の状況をＲＣの卓話で報告してもらう予定で

す。小中学校関係、高校関係それぞれ１名ずつ人選中です。 

 

川上ロータリー財団委員長 

ロータリー財団、米山奨学会へのご寄付、毎週ありがとうございます。コロナ禍で例会

が休会していたこともあり、昨年より３割くらい減っています。目標達成できるよう今後

もご協力よろしくお願いします。 

Ⅱ. 寄付について お願い 

上屋敷ニコニコ箱委員長（オンライン参加） 

ニコニコ箱へのご寄付のお願いです。例会時に年間８０万円寄付

を募る予算を組んでいます。休会が多かったにも関わらす、７月～

１１月で３１７，０００円ご寄付頂きました。６月までの７か月間

で、予算達成できますよう、今後ともご協力よろしくお願いします。 



 

 

 

丸岡ロータリークラブ 

会員数：３３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時から 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－山下健治 会報委員会 委員長－前川正智 副委員長－八百山正栄 

委 員－水﨑亮博 瀬野友伸 海道佳秀 

◆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 

12/7 ３３ ２８ ２ ０ ３ 93.33% 

 

委員会報告                    １２月７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 

 12 月 7日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 21,000 円 338,000 円 338,000 円 

ロータリー財団 14,000 円 258,000 円 

米山記念奨学会 15,000 円 259,000 円 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者１４名 
林田千之 北  下田 奥村 林田恒正 水﨑 柿木 
杉本   松井 道木 川上 竹澤  八百山 南勝文 
◆米山奨学会◆     寄付者  １４名 
林田千之 北  下田 奥村 林田恒正 水﨑 柿木 
杉本   松井 道木 川上 竹澤  八百山 南勝文 
 
◆ニコニコ箱◆     寄付者  １５名 

杉本会長 本日委員会の日 各委員長様発表よろしくお

願いします。 
三寺幹事 奉仕委員長 事業計画について発表よろしく

お願いします。 
下田   各委員長さん 活動方針発表ご苦労様です。 
奥村   四大奉仕委員長 活動方針発表よろしく。 
林田恒正 コロナに負けずに頑張ろう！ 
倉本   各委員会今後の活動報告御苦労様です。 
水﨑   師走。コロナ騒ぎで今年は終了になりそうです

ね。 
竹内   誕生日を自祝して。 
松井   誕生日を自祝して。 
道木   活動方針発表 ご苦労様です。 
 

瀬野  結婚記念日・誕生日を自祝して。 
川上  本日冬支度で、スノータイヤに交換しました。１４日から雪

が降るみたいなので、皆さんもお早めに！ 
竹澤  今年もあとわずかです。 
八百山 少しでも雪が遅く降りますように願っています。みんなで

コロナに勝ちましょう！ 
南勝文 本日も皆様御苦労様です。 

12月度祝事 

会 員 誕 生 日 

12/1  南 勝文会員 48 
12/5  松井    会員 55 
12/9  瀬野    会員 48 
12/16  前川正智会員 51 
12/28  竹内  会員 50 
 

結婚記念日 

12/2  瀬野会員 
会 員 夫 人 誕 生 日 

12/11 柿木会員夫人 まり子様 
12/19 海道会員夫人 真寿栄様 

 


