
 

  

令和２年 ７月２０日（月）第 2019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   杉本 政昭 会長 

表  彰  ロータリー財団 ポールハリスフェロー 
PIN＋5 林田 千之 会員 
PIN＋3 南  利明 会員 

林田 恒正 会員 
          Certificate ＋PIN 
              竹澤 俊彦 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  会員卓話 

山岸 功 会員 

「青少年交換」 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

令和２年 ７月２７日（月）第 2020回例会 

外部卓話 「称念寺と明智光秀について」 

 称念寺ご住職 高尾 察誠（さつじょう） 様 

 

次回の例会  

令和２年 ８月 ３日（月）第 2021回例会 

祝事 

委員会の日 

令和２年 ８月１０日（月）山の日  休会 

令和２年 ８月１７日（月）お盆の為 休会 

令和２年 ８月２４日（月）第 2022回例会 

会員卓話 林田 千之 会員 

令和２年 ８月３１日（月）第 2023回例会 

外部卓話 「リモートツールについて」 

 株式会社ビジュアルソフト 

  ソリューションビジネス事業部 

インフラグループ 

 マネージャー 坪田 篤志 様 

今後の予定  

幹事報告  

①地区ロータリー財団セミナー 開催延期 

  ８/１⇒１２/１９ 

  出席対象 会長・会長エレクト・幹事・   

財団委員長・奉仕プロジェクト 

②「令和２年７月豪雨非常災害」義捐金拠出の報告 

③国際ロータリー人頭分担金請求書 

  前期分 35.5＄（約 3798.5円）×33人分 

 

【米山奨学会功労者】 

４回 林田數一会員 

３回 林田千之会員 

 

表彰     ７月１３日（月） 

 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２０日 発行 

８月の予定は、決定次第ご連絡します。 



 

  

新型コロナ感染者が県内で２人確認されました。これに伴います今後の例会の対応につ

いては今日行われるの理事会で決定した上で、皆様にご報告致します。 

先週よりずーっと雨が続いてますし、九州、岐阜などでは大災害が起こっています。被

災者の皆様には心よりお見舞い申し上げます。そういうことを思うと、我々が住んでいる

丸岡は、長い間大きな災害もなく本当にいい街だなとつくづく思っております。 

さて、会報に先日行われた会長幹事Ｗｅｂ懇談会の写真が載っています。内容はガバナ

ー挨拶から始まり各クラブ会長の自己紹介、現状報告など約１時間半の会議でした。また、

Ｗｅｂ会議で、何の支障もなくスムーズに進んだのですが、実際の会場での会議とは違っ

て、会場の緊張感や雰囲気は感じることができませんし、参加者全体の表情などが殆ど分

かりませんでした。それから 30 人くらい大人数でしたのでテレビに全員の顔が映らなか 

ったり画面が小さかったりして、わかりづらかったというのもあり、Web 会議は、ある程度少人数の方が向いて

いるのかな？とも思いました。そういう意味では、Web 会議の弱点にも気づいた会議でもあった様に思います。 

ちなみに、服装は上ポロシャツ、下作業ズボンで気楽に参加できたのは良かった点だったと思いました。 

今日は先週に続き、理事計画発表です、発表予定の理事様宜しくお願いします。 

杉本 政昭 会長挨拶                           ７月１３日（月） 

第２回理事会 報告                     ７月１３日（月） 

【審議事項】    

①８月プログラムの決定 

②新型コロナウイルス感染防止上、今後例会を休止する 

タイミングは、会長一任 

③2019-20年度クラブ会計決算報告 

④丸岡定時制高校、生徒 20名～30名、9月 3日～4日 

インターンシップの依頼受入先企業募集。 

 

日  時 内  容 

8/3（月） 祝事   委員会の日 

8/10（月） 

8/17（月） 

山の日  休会 

お盆の為 休会 

8/24（月） 会員卓話 林田千之会員 

8/31（月） 

外部卓話  

「リモートツールについて」 

株式会社ビジュアルソフト 

ソリューションビジネス事業部 

インフラグループ 

  マネージャー 坪田 篤志 様 

 

８月プログラム 

新年度方針発表  ②                ７月１３日（月） 

瀬野職業奉仕委員長 

予定している事業は、例年通り職場訪問、昨年同様の丸岡高校定時制とのコミュニケーションスキ

ルアップ事業です。どちらの事業もコロナの影響を色濃く受けるので、社会状況を鑑みて注意深く進

めていきたと思っています。 

また、長年継続してまいりました就職模擬面接会は、大変心苦しかったのですが会長と相談の上で、本 

年は中止と致しました。学生の置かれている状況を少し説明します。身内の話で恐縮ですが、高校２年生の娘は、

通学している学校では、夏休みはお盆前後 2 週間のみで、土曜日もほぼ授業です。学校も行事なども、手探りで決

めてる感じです。姪がつい先日福井銀行に内定をもらいましたが、最終面接ですらオンラインで一度も銀行に行か

ずに内定をもらうという状況です。そこで、就職模擬模擬面接に代わる何かしらの手立てが出来ればと考えていま

す。残念ながらこの点については検討中です。 

１年間どうぞよろしくお願いします。 

        海道社会奉仕委員長 

入会して１年間で印象に残っている事業の一つの婚活イベント事業を今年も計画しています。ただコ

ロナ禍で以前の形式が、そのままで開催できるかと疑問があるので、新たな事業を考えていくべきかと

も思います。皆様のお力を拝借したいと思います。ご協力の程よろしくお願いします。 

        



 

  

西出国際奉仕委員長 

国際奉仕委員会では前年から準備を進めてきてましたタイからの留学生研修事業をメインとして活

動していきます。また、島原ロータリークラブとの姉妹クラブ締結更改式をする予定です。 

両事業ともコロナの状況を注意深く見ながら進めていきます。 

タイ留学生の研修事業は、現在タイ側とのオンライン交流から進めようと検討中です。丸岡高校、坂井高校の担当

の先生、担当の先生、プラティープ財団の担当の方と連絡を取り、ネット環境や、タイ側の学校の生徒の状況を確

認中です。コロナ禍でのタイと日本の高校生の学校生活環境をテーマに、交流をしていく予定です。 

また実際に留学生を受け入れるのは、来年の 3 月～6 月あたりを予定しています。コロナの状況を見ながら検討し

ていきます。今年度も精一杯生徒並びに地域のために役に立てるように努めていきたいと思っておりますので本年

度もよろしくお願いいたします。 

竹吉青少年奉仕委員長 

西出委員長よりお話がありました通りでタイの高校生の受け入れにつきましては、コロナの状況を

見極めながら慎重に取り組んで参りたいと思います。 

青少年奉仕委員会では、青少年の家庭環境とか徳育、社会で抱えている問題についての是正と色々な

方面で取り組んでいきたいと考えています。 

このコロナ騒動の影響で取り巻いている家庭環境が非常に悪化しています。5 月に西出会員と一緒に「子ども食堂」

に参加しました。子どもと親合わせて 300 人利用していました。「子ども食堂」への参加並びに協力に重点をおき

たいと考えています。 

前年度林田恒正委員長の路線を引き継ぎながら青少年への支援を途切れることなく取り組みます。また、前年度取

り組んでいた「いじめ問題」については、非常にデリケートで難しいので、専門家の方を招いて講演を聞くなど、

今年は「いじめ問題」への理解を深め実態について詳しく知るという辺りに焦点を当てて本年度は取り組みます。

初めてで色々分からないことばかりですが、皆様のご協力をいただきましてきてこの一年間取り組んで参りたいと

思います。どうぞよろしくお願い致します。        

柿木奉仕プロジェクト委員長 

四大奉仕委員長のそれぞれの事業活動計画発表がありましたが、私はこの委員会をしっかりサポー

トしていきますので、皆様もぜひ協力いただくようお願い致します。 

特に、国際奉仕委員会のタイ留学生受入事業は、丸岡高校より 40 万円、地区補助金から 90 万円で、残りをクラブ

の奉仕活動費で賄われ、予算は約 190 万円です。大きな事業ですので、コロナが終息することを祈ります。皆様も

ご協力お願いします。      

川上ロータリー基金委員長 

ロータリー基金委員会では、ロータリー財団、および米山記念奨学会へのご理解と寄付の向上を基本

方針にしています。ロータリー財団は、年次寄付一人 180 ドルを目標、および米山記念奨学会は、一

人年額 24000 円を寄付額目標といたしますので、本年も引き続きよろしくお願い致します。 

   
水﨑ＳＡＡ 

例会の運営にあたるのがＳＡＡの役割ですので、スムーズに進行できるよう、つとめます。 

また、例えば会員が順番に所信を述べる時間を作ると、一人一人の様子がわかってよいと思いますの

で、例会を盛り上げる運営の方法を理事会で相談しながら進めていきたいと思います。よろしくご協力

のほどお願いいたします。   



  東角直前会長 

直前会長として、杉本会長の相談役となれればと思っております。1 年間という杉本会長の期間には、

リーダーシップを発揮していただき、進めていただきたいと思っております。 

＜令和２年７月豪雨災害について＞ 

さて、ご存知のように一週間ほど前からあちこちで水害が発生していますが、特に熊本県で相当被害がでています。。

私は NPO 法人ふくい災害ボランティアネットの理事長をしていますので、「チーム福井」として、県とタイアップ

をしながら災害救援をしています。今回も発生後すぐに県と連絡を取り合い、対策を練っている最中です。今回はコ

ロナ禍で、災害ボランティアは県外からは受け入れない方針が出ています。さりとて、「それでいいのか」というこ

とで、現地に入っている仲間と連絡を取っています。公式的には、みんなで集まることにはなっていません。人的活

動は難しいかもわからないですが、福井県も 2011 年から重機を使った技術職によるボランティア活動を行っており、

それを展開しようと考えています。全国にもネットワークがあり、特に日本財団が中心となって進めています。ニュ

ースで取り上げられている球磨村、人吉等、球磨川流域のほとんどの集落が流されている状況ですので、重機ボラン

ティアが有効ということで、10 グループほどが非公式ですが、３密を避けつつ進める予定になっています。避難指

示が解除されておらず、今週いっぱいは強い雨も降ったりし、現地入りをするのは難しいですが、来週には、福井県

からも先遣隊が入って、状況如何によっては重機ボランティアという形をとる予定です。毎年、集中豪雨によって特

に山間部に被害が出る状況ですが、私どもの地域にも集中豪雨が降らないことを祈るばかりです。また、災害時には、

一人一人がまずは自分の身を案じて逃げる、水害の場合は、外へ出てしまうのも危険な場合があるので、場所によっ

ては 2 階に避難するなど非常時に備えて頂きたいと思います。今回は新型コロナウイルスの影響で、人が集まりにく

い状況ですので、被災地の方は大変苦労されてる状況です。今後ロータリーとしても、地区からも要請があるかもし

れませんが、その際には皆さんでできることを協力し合っていけたらと思います。 

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 

◆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 13 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 18,000 円 64,000 円 64,000 円 

ロータリー財団 25,000 円 78,000 円 

米山記念奨学会 25,000 円 81,000 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 

7/13 ３３ ２７ ２ ０ ４ 93.10% 

 

委員会報告                    ７月１３日（月） 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １４名 
北  下田 林田恒正  水﨑  柿木  杉本 竹内 

道木 瀬野 川上 竹澤 岩田  八百山 南勝文 

◆米山奨学会◆     寄付者  １４名 
北  下田 林田恒正  水﨑  柿木  杉本 竹内 

道木 瀬野 川上 竹澤 岩田  八百山 南勝文 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １６名 

杉本会長 本県からコロナ感染が確認されました。みなさ

ん、お身体お大事に！ 

三寺幹事 本日方針発表される理事の方々よろしくお願

いいたします。 

下田   足立美術館、松江城、広島平和記念館へ行って

きました。 

林田恒正 新年度の各委員長さんよろしくご指導お願い

します。 

倉本   毎日雨の日ばかり、コロナの終息は遠いし？ 

柿木   クラブアッセンブリーよろしくお願いします。 

竹内   大変申し訳ありませんが、本日早退いたしま

す。杉本会長 優勝おめでとうございます！ 

道木   今年も一年頑張ってください。 

上屋敷  コロナウイルス第２波に気を付けましょう。 

川上   昨日ゴルフ同好会ご参加、ありがとうございま

した。杉本会長 優勝おめでとうございます！ 

瀬野  本日方針発表よろしくお願いします。 

竹澤  雨ばかりでうんざりです。 

岩田  今日もよろしくお願い致します。 

八百山 いよいよ県内にも新型コロナウイルスの感染者

がでました。私達は自己管理して共に頑張りまし

ょう。 

南勝文 本日も皆様ご苦労様です。 


