
 

  

令和２年 ７月１３日（月）第 2018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 

表  彰  米山記念奨学会 米山功労者 
第 4回 林田數一会員 
第 3回 林田千之会員  

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  クラブアッセンブリー 

「新年度事業計画発表②」 

①瀬野 職業奉仕委員長     ４分間 

②海道 社会奉仕委員長     ４分間 

③西出 国際奉仕委員長     ４分間 

④竹吉 青少年奉仕委員長    ４分間 

⑤柿木 奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門委員長 ４分間 

⑥川上 ロータリー基金委員長  ４分間 

⑦水﨑 ＳＡＡ         ４分間 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

令和２年 ７月２０日（月）第 2019回例会 

会員卓話 「青少年交換」 

山岸 功 会員 

 

次回の例会  

令和２年 ７月２７日（月）第 2020回例会 

外部卓話 「明智光秀について」 

 称念寺ご住職 高尾 誠 様 

 

今後の予定  

幹事報告  

≪ガバナー事務所より連絡≫ 

① ロータリー文庫のＨＰを活用案内 

手続、会議資料、ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信、友など、サイト

にて閲覧可能 

② 米山奨学会 普通寄付、前期分納金の依頼 

クラブ会計より一人 2,000円送金予定 

 

その他 

例会終了後理事会 

 

四つのテスト 

ロータリアンが生活や仕事の場面で、常に覚えてお

くべき 4 つの問い、それが「四つのテスト」です。

政治や宗教に関係なく、すべての人びとの倫理的指

針となるこのテストは、100 カ国語以上に翻訳され

ています。 

言行はこれに照らしてから 

 

 
真実かどうか 

みんなに公平か 

好意と友情を深めるか 

みんなのためになるかどうか 

 

 三国 RC 金 12:00～12:30 7/31 三国観光ホテル 

福井南 RC 火 12:00～12:30  8/4,18,25 繊協ビル１F 

 

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

 

令和２年７月１３日 発行 



 

  

 

バッチ交換 新旧会長・幹事             ７月６日（月） 

前年度東角会長

竹内幹事お疲れ

様でした。新年度

杉本会長三寺幹

事よろしくお願

いします。 

丸岡ロータリークラブ今年度会長をつとめます杉本政昭です。よろしくお願い致します。 

まずはお客様のご紹介をさせていただきます。ガバナー補佐の木村昌弘様でございます。

後ほどご挨拶をいただきます。 

今年は春からのコロナ感染拡大の影響で当クラブも奉仕事業の後期への先延ばし、また、

前期会費の半減という大変厳しいスタートとなりました。東京はここ４、５日感染が拡大し、

今後の状況も不透明ですが、丸岡ロータリークラブ会長として、その都度精一杯対応してま

いりたいと思っておりますのでよろしくお願いを申し上げます。 

本日は会長方針発表また役員理事の計画発表がございます。発表予定の役員理事各位よろしくお願い致します。ま

た、松井副会長は、職業上の理由にてここ 4 ヶ月程度、やむなく欠席せざるを得ない状況が続いています。今回は

新年度でもありますし、計画発表もあります。また、しばらく元気な顔を誰も見ていないので、私の方から顔を見

せたらどうかということで、スクリーンの方で例会出席をお願い致しました。リアルタイムで計画発表もしていた

だく予定です。今回は、突発的な処置で、例外ということでご了承の程宜しくお願いを申し上げます。 

今年度は、杉本と三寺で、未熟ではございますが、丸岡ロータリークラブを引っ張って参ります。どうぞよろし

くお願いいたします 。 

杉本 政昭 会長挨拶                             ７月６日（月） 

お客様挨拶    ７月６日（月） 

木村昌弘ガバナー補佐 

新年度の最初の例会に参加させ

ていただきました。ありがとうご

ざいます。小林ガバナー補佐が、辞

任されましたので、今年度から、正

式にガバナー補佐を拝命しまし 

た。コロナ禍の中、例会開催も困難な状況が続く中、

地域社会での奉仕のリーダーとして、存在価値を高め

て、自分や家族の健康を守り、生業を守りながら、奉

仕活動をお願いします。 

先日、会長幹事会は Web にて開催されましたが、

やはり、対面して顔を見て元気かということが確認で

きるということがどれだけ大切かをしみじみ感じて

おります。今後も大切な例会が行われますこと祈念い

たします。 

今年度地区委員会        

林田千之会員 

 ロータリー情報委員会 

             委員長 

委嘱状授与    ７月６日（月） 

2020-21年度クラブ会長・幹事 松原ガバナーとの WEB懇

談会 ７月４日（土）１６時～ 福井地区 

杉本会長・三寺幹事が会社事務所、出張先とそれぞれの

場所で参加 



 

  

 

新年度方針発表  ①                 ７月６日（月） 

この歴史と伝統ある丸岡ロータリークラブの会長を務めるにあたり、その責任の重さに身が引き締

まる思いであります。入会させていただき本年で９年目となりましたが、入会当時とはあらゆるこ

とが大きく変化してきています。９年足らずでこの変化を実感しているのですから、諸先輩方から

すればかなりの変化だと思います。しかし、例会出席から始まる親睦や交流、そして奉仕活動へと

繋がっていく、その基本は変わることなく受け継がれています。 

私は丸岡ロータリークラブを、自分らしく居れる場所・思いを共有できる仲間と居れる場所とし 

て、会員相互の親睦、交流により、人としてさらなる成長を目指す前向きで明るく、そして、より一層の「居心地

のいいクラブ」にしていきたいと思っています。 

本年度一生懸命努力しますので、会員の皆様、ご家族の皆様のご理解とご協力を宜しくお願い致します。 

＜活動方針＞＊会員交流、親睦活動の充実 会員同志が信頼関係をさらに築くことを目指し、親睦会・食事例会・

家族参加の行事・同好会への参加促進に努める（社会情勢を考慮し、出来る事を最大限に努める） 

＊例会の充実と出席率向上 例会のさらなる充実のため、魅力ある楽しい例会を目指し、出席率の向上に繋げる 

＊奉仕事業の充実 （社会情勢を考慮し、出来る事を最大限に努める）これまでの活動の、より成長を図り充実し

た活動とする  ＊会員増強 クラブ活性化のためにも、会員一人一人の努力で退会防止、会員増強に努める       

＊ＳＤＧｓ・外部への情報発信 ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の推進 

ＨＰのさらなる充実に努め、常に新鮮な情報発信とメンバー間の情報共有を図る 

会報、ＨＰ、地域メディアを活用し、奉仕活動の内容の充実さや楽しさなど当

クラブの居心地の良さを発信して、認知度と新規会員への促進に役立てる 

＜乗り越えよう！ みんなで＞ 

新型コロナウイルス感染拡大により、日本でも多方面で深刻な状況が続いています。緊急事態宣言は全都道府県で

解除となり、福井県は２か月以上安定した状況ですが、次の第２波、第３波が来るものと思って、感染予防に備え

ていなくてはならないと思います。ただ、このように厳しい状況の中にあっても、ロータリアンとして地域社会の

発展のため、自らがウイルスに感染せず、人に感染させないことに最大限注意しながら、このピンチをチャンスに

変えるくらいの気持ちで、前に進んでいかなければならないと思います。一日も早いコロナ終息のために、みんな

で協力しこの難局を乗り越えていきましょう。本年度においては、まずは第一にメンバーの安全を最優先とし、ク

ラブ運営に努めてまいりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

杉本会長 

過去１０年間の幹事の心構えを振り返ってみました。運営の補佐（４人）委員会の活動補佐（３人）補

佐活動が合計（７人）意見、情報を聞く（５人）責務を果たす（４人）問題解決の対応（３人）会長の補

佐（３人）情報の伝達（２人）クラブの活性化（１人）まとめ役（１人）ということでした。以上のよう

な先人に学び、会員の意見を聞き、委員会と会員の問題の対応し、運営の補佐をする事が幹事の務めで 

あり、会長の補佐となり責務を果たしてまいります。そのことを実践しながら、「居心地のよいクラブ」につながっ

ていけばと思います。また、竹内前幹事から引き継ぎの話の中で、心構えの一つに「会長に恥をかかせないよう全

ての準備を行う」ということが印象に残っています。クラブ運営を円滑に行う下支えになったのだととても勉強に

なりました。今年１年間、歴代の幹事に学び、しっかり会長をサポートして参ります。よろしくお願い致します。 

三寺幹事 

会長方針のもと、新型コロナ禍の社会情勢を鑑み、現状に合った適正な会計処理に努めたいと思ってい

ます。予算の執行状況を把握し、メリハリをつけた経費削減、迅速な会計処理に取り組みます。会費の引

き落とし日をお忘れなくご準備お願い致します。 
奥村会計 

会長が掲げる「居心地のいいクラブ」を目指していきます。基本となる例会出席を推進し、親睦や交流、

奉仕活動に繋ぐことができるようにします。新型コロナウイルスの対応にも十分注意しながら運営をし

ていきます。プログラム委員会においては、資質向上と親睦を深められるような構成にします。３０代

から８０代の会員間の親睦を図ります。親睦活動委員会においては、家族が参加しやすいプログラム考

えたいと思います。出席委員会では、連絡なしで欠席することのないようしていきたいです。規定審議

委員会は RI の定款細則変更時の対応、ニコニコ箱委員会は、奉仕活動に使われる会員からの寄付をで

きるだけ多く集められるようお願いします。ソング委員会は、新しいメンバーが歌詞を覚えられるよう

お願いします。 

松 井 ク
ラ ブ 管
理 運 営
理事 

基本方針として会員企業をはじめ自治体や外部団体の情報を会員に広報し、社会地域の情報を共有しま

す。会員同士の情報交流ができるよう情報ネットワークの構築を図ります。クラブの活動を広く地域に

告知する活動をします。ＳＤＧｓの目標達成に向けた積極的な広報に取り組みます。公共イメージは私

が委員長の雑誌広報 IT 委員会と前川正智会員が委員長の会報委員会二つの委員会の組織です。会報委

員会は、お城をイメージした紫色の統一感を出したデザインで、１号毎に一人の委員会担当者をつけて

編集します。雑誌広報 IT 委員会では、 Web 環境が整った会員から Web 会議を実施して会員の IT 理

解度を高めていきます。コロナの第二波がきても対応できるような例会にしていく準備をします。 

山下 
公共イ
メージ 
理事 



  直接、会員が集まっての例会を１００とした場合、コロナの影響でどうしても出席できない会員との交流、親睦は

０（ゼロ）ですが、こうしてオンラインで顔が見えると３０、さらに声が聞こえると６０くらいの効果が出ると思い

ます。皆が集まって１００の効果を出すことが最良ではありますが、やむを得ず欠席の場合、全くのゼロよりも会

った時の効果を少しでも出せるのがこのようなオンラインです。今日は、会員が持ち寄った３台のノートパソコン

とアイパッドで、会社にいる松井会員のパソコンを繋いで、Zoom というアプリでオンライン会議を開いています。

Zoom は本日配布のガバナー月信でも推奨されており、先日のハワイでの世界会議や、後日開催の県下会長幹事会で

も利用されることとなっています。今年の委員会の基本活動方針に「Ｗｅｂ環境が整った会員からＷｅｂ利用を広

める」となっていますので、是非できる会員からオンラインの利用を進めていきましょう。 

会員増強退会防止委員会と職業分類会員選考委員会（東角委員長）とロータ

リー情報委員会（奥村委員長）で今年一年活動します。会員増強一人一人のお力添えがないと進みませ

ん。ご協力お願いします。また、ロータリーの歯車が一人でも欠けると上手に回りません。コロナ禍の大

変な状況ではありますが、退会することなく、一緒に活動していきましょう。 

竹澤会員増強退会防止理事 

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 

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 7 月 6 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 46,000 円 46,000 円 46,000 円 

ロータリー財団 53,000 円 53,000 円 

米山記念奨学会 56,000 円 56,000 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 

7/6 ３３ ３１ １ １ ０ 93.94% 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  ３０名 

お客様 木村ガバナー補佐 新型コロナウイルスの影響

を克服して、2020-21 年度もご活躍されますこ

とをご期待します。 

杉本会長 いよいよ新年度始まりました。一年間どうぞよ

ろしくお願いします。 

三寺幹事 一年間よろしくお願い致します。 

委員会報告                     ７月６日（月） 

◆ロータリー財団◆   寄付者  ２５名 
南利明  釣部 林田千之 林田數一 下田 金  奥村 

林田恒正 山下 東角 倉本 水﨑  柿木 杉本 竹内 

三寺   道木 瀬野 川上 竹澤  西出 八百山 

海道   竹吉 南勝文 

◆米山奨学会◆     寄付者  ２３名 
南利明  釣部 林田千之 林田數一 下田 金  奥村 

林田恒正 山下 倉本 水﨑 柿木 杉本 竹内 三寺 

道木 瀬野 川上 竹澤 八百山 海道 竹吉 南勝文 

杉本会長・三寺幹事・役員の皆様 １年間御苦労さまです。 

新年度、宜しくお願い致します。 

南利明 釣部 林田千之 山岸 小見山 林田數一北 下田 金 

奥村 林田恒正 山下 東角 倉本 水﨑 柿木 竹内 道木 

上屋敷 瀬野 川上 竹澤 西出 八百山 海道 竹吉 南勝文 

７月度祝事 

会 員 誕 生 日 

7/4  奥村会員 77 

7/31 金 会員 67 

 

会 員 夫 人 誕 生 日 

7/18   小見山会員夫人 民恵様 

7/25  瀬野会員夫人  早苗様 

 

今年度の記念品は 

オーバルデスクスタンド 

です。 

ご夫人へ タオル

です。 


