令和２年１１月１６日 発行

本日の例会

次回の例会

令和２年１１月１６日（月）第 2025 回例会

令和２年１１月２３日（月）祝日の為 休会

19：00

令和２年１１月３０日（月）第 2026 回例会

開会点鐘

会員卓話 「詩吟について」 北 勇一 会員

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

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
19：30

今後の予定
令和２年１２月 ７日（月）第 2027 回例会
祝事
本日の寄付報告

会員卓話
小見山 修 会員
「李朝の美」

委員会の日 「各委員会の協議内容発表」

令和２年１２月１４日（月）第 2028 回例会
ロータリー基金委員会
「地区ロータリー財団について知ろう！」

20：00

閉会点鐘

～オンラインセミナーのＤＶＤ視聴～

令和２年１２月２１日（月）第 2029 回例会

幹事報告

外部卓話 「称念寺と明智光秀」
＜ガバナー事務所より＞

称念寺 ご住職 高尾 察誠

様

①ガバナー公式訪問 お礼状

令和２年１２月２８日（月）年末の為

②ローターアクト「RAC ニュース」

休会

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。

新型コロナウイルス感染症対策分科会により提言

ビジター受付のみ実施日
福井東 RC

月 12:00～12:30

詳しくは
12/21

https://rid2650-pub.com/
アオッサ１Ｆ入口付近

ガバナー公式訪問

１１月９日（月）

高椋コミュニティーセンターにて
13：30～14：30

三国 RC

会長・幹事・役員理事懇談会 (３０１号室)

14：40～15：40

三国 RC・丸岡 RC 合同例会 (３階大会議室)（15：10～15：40） ガバナーアドレス

15：40～15：50

写真撮影（大会議室）

杉本会長・三寺幹事

16：00～17：00

丸岡 RC

柿木会長エレクト・松井副会長

会長・幹事・役員理事懇談会 (３０１号室)

国際ロータリー 第２６５０地区 2020-21 年度
ガバナー

松原 六郎

様（福井フェニックスＲＣ）

ガバナー補佐

木村 昌弘

様（三国ＲＣ）

丸岡ＲＣ

杉本 政昭 会長 挨拶

皆さんこんにちは。今日はガバナー公式訪
問合同例会ということで、ガバナーがお越しでございます。ご紹介いたします。国際ロ
ータリー第２６５０地区本年度ガバナーの松原六郎様です。同じくガバナー補佐

木村

昌弘様です。三国ＲＣ皆様、今日はようこそ丸岡へお越しいただき、ありがとうござい
ます。三国ＲＣ様には本来ですと表敬訪問という形で、真っ先にご挨拶に伺わなくては
ならなかったのですが、コロナ禍ということでご遠慮させていただきました。また、当
クラブは７月中旬から１か月半例会を休会しておりまして、山本会長様にもご挨拶をご遠慮いただいた経緯がござ
います。そういう意味では今日が初めてですので、改めまして、丸岡ＲＣの会長杉本政昭です。宜しくお願い致し
ます。今日は、コロナ禍の中不安でしたが、このような形でガバナーをお迎えして合同例会が開催でき、大変うれ
しく思っております。本日のガバナーのお話を楽しみに致しまして、挨拶とさせていただきます。今日は、どうぞ
宜しくお願い致します。
三国ＲＣ 山本 信次 会長

挨拶

丸岡ＲＣ 三寺 康信 幹事
三国ＲＣ 大嶋 裕一 幹事

ガバナーアドレス
RI 会長ホルガ―・クナーク氏の掲げたテーマは、
「ロータリーは機会の扉を開く」で
す。ロータリーに参加すること、ロータリーが奉仕活動を行うことは、自分自身や多く
の人々に未来へのチャンスをもたらす。そして、とくに若者の未来を広げるものだと述
べられました。もちろん、その根底にあるのは、ロータリーのビジョン声明です。「私
たちは、世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むため
に、人々が手を取り合って行動する世界を目指しています。」地区といたしましても、
皆様のクラブがビジョンの実現に向けて一歩でも歩みを進めて行っていただけるよう
あらゆるお手伝いをしたいと決意している次第です。
今年度地区スローガンを、
「ロータリーの原点に返る 誠意をもって語り合い、勇気をもってともに未来へ」と
させていただきました。私自身はこのスローガンを RI の変革の先にあるものと、皆様のクラブの独自性とをどの
ように折り合いをつければ良いのか話し合っていただきたく掲げました。しかし、この世界的感染状況の中、否が
応でも、我々の行為で、何が大切で、何が大切でないかを考えなければならなくなり、まさに「原点に返らざるを
得ない」事態となってしまいました。そこで、この事態に呼応すべく地区の３つの基本方針、9 つの運営方針を見
直し、ガバナー月信 7 月号に記載させていただきました。どうか、もう一度ご確認いただければ幸いです。新たな
基本方針をまとめて申し上げますと、
１ 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、ご家族と、我らが生業を守る職
業奉仕を全うする。つまり、ご自分とご家族、周囲の方々を守っていただきたいのです。そして、仲間を守
っていただきたい。さらに、ローターアクター、インターアクタ―、各財団の奨学生を含め未来を担う全て
の若者を守っていただきたいと存じます。
２ 今一度ロータリーの原点に返り、ロータリークラブ一つひとつ、ロータリアンお一人おひとりと誠意をもっ
て語りあう。大切なこと、良いことは皆で共有し、勇気をもって共に未来に向かって実践していく。この実
践は間違いなく、感染拡大が収束した後に、間違いなくやってくる新しい時代に適応した大きな改革となる
ことでしょう。
３ 少しでも余力のあるロータリアン、ロータリークラブから、新型コロナウイルスや様々な災害によって被災
した人々に寄り添い、勇気を取り戻すために社会奉仕活動を実践する。また、ポリオ根絶のための取り組み
に挑戦する。つまり「地域を守る」社会奉仕の実践をお願いしたいと存じます。皆様のクラブや皆様ご自身
が既に数多くの素晴らしい活動をされていることは既にお聞きしています。どうか、もう一つ、とくに子供
達や若者に寄り添う奉仕をお考えいただきたいと存じます。
続く運営方針については、9 項目のどれも欠かせないものでありますが、とくに、クラブで未来に向けた戦略会
議を開いていただきたいと存じます。また、財団などへの支援金については、将来のため、若者のために何とか確
保していただきたいと考えています。具体的な目標額を申し上げますと、年次基金お一人 180 ドル、ポリオプラス
30 ドル、ほかにも恒久基金、大口寄付などもございます。米山奨学金は 24000 円、ロータリー希望の風奨学金は
5000 円、ご無理を申し上げて誠に恐縮ですが、未来のため、若者たちのため、これらだけはどうしても守り抜くこ
とをお願いしたいと存じます。各項目については、各地区委員会の委員の皆様が、厳しい状況下でも最善の努力を
続けてくださっておりますので、それぞれが発する情報をお聞きいただき、積極的に行動していただきたくお願い
申し上げます。そして、これらの行為は、ロータリー賞、ガバナー賞につながるものです。どうか、いずれも取得
して、歩みを進める通過点の印として頂きたいと存じます。
私は自身のロータリーの原点に思いを巡らせている時でした。ある日、あるコラムに出会いました。1964 年東京
オリンピックが終わった日のことが書いてありました。書いたのはジム・ミューレという新聞記者でした。彼は取
材が終わり、羽田空港から帰路に就く飛行機の中にいたのでしょう。
「サヨウナラ、日本 サヨウナラ・・・・電光掲示
板の文字が闇に浮かぶ・・・。日本人にとって国
を挙げての大事業は終わり、メダルは渡され、幕
は下ろされた。だが、雨宿りをしていたら、傘を
さしかけてくれた少年。土砂降りの雨の中、自ら
レインコートを脱いで貸してくれた青年。チッ
プを受け取らないタクシーの運転手。笑顔のエ
レベーターガール。
・・・サヨウナラ、美しい親切な国、日本。私は、この国全体に金メダルを贈りたい。
」
（出典：シンプルグットバイ ジム・ミューレ 人づくり・ものづくり・夢づくり 前田又兵衛）
これからどんどん変化していくロータリーや地域社会の中にあっても、私はこのコラムに出てくるような日本人
の一人のロータリアンとして居続けたいと思います。

ガバナーとの役員懇談会

１１月９日（月）

Ｑ：Ｒ財団、米山奨学会への寄付金集めのアドバイスについて
Ａ：
「基本個々の考えによる寄付なのですが」との前提で、ロータリークラブとして考えるのであれば、全会員か
ら一定額集めるのも一つの方法である。ただし、会員の理解が必要。
Ｑ：京都で行われる担当者、各委員長会議などのオンライン化の恒久化の考えについて
（特に冬に行われる会議などは、電車不通、高速道路閉鎖など過去の経験などを補足説明）
Ａ：今後も京都での会議は対面会議となると思う。オンライン会議には否定的考えである。
Ｑ：例会を昼型に移行する場合にあたっての、事例などあればアドバイスお願いしたい
（月に１回昼に例会行うなどしてはどうかと思う）
Ａ：月に１回昼に例会行うなどは、かえって会員が混乱する可能性がある。昼の例会にするのであれば、一気に行
うべきと思う。ただし、会員の理解と協力が必要となる。
Ｑ：青少奉仕年、国際奉仕における、補助金申請手続き上の保証人について
Ａ：セクハラ、パワハラ問題と関係してくること柄での手続き上の保証人と思うが、勉強不足で申し訳ない。持ち
帰って精査の上連絡します。
Ｑ：今後の人口、経営者の減少や若い世代の奉仕に関しての想いの差があり入会者が減少する。入会者を増やすた
めに、ロータリークラブの活動を身近に感じてもらうこと、ハードルを下げることが大事と考える。その手法
として衛星クラブの設立をしたいと考えます。地区でも福井県全体の推進、協力の依頼をしてほしい。
Ａ：他地区での取り組みを参考に。
Ｑ：後期に向けての活動、事業の他クラブの状況について
Ａ：活動、事業については、情報が入っていないが、ただ、クリスマス会、新年会などは中止のクラブがほとんど
である。ＲＣ活動の中でコロナ感染対策を十分してほしい。

委員会報告

１１月９日（月）

◆ロータリー財団◆
南利明
東角
竹澤

釣部 林田千之
水﨑 柿木
岩田 八百山

寄付者
下田
杉本
海道

◆米山奨学会◆
南利明
東角
竹澤

釣部 林田千之
水﨑 柿木
岩田 八百山

◆ニコニコ箱◆

寄付者
下田
杉本
海道

１９名

金
奥村
竹内 松井
南勝文

１９名

金
奥村
竹内 松井
南勝文

寄付者

林田恒正
道木

林田恒正
道木

２９名

お客様

松原ガバナー
木村ガバナー補佐
三国ＲＣ 山本会長 大嶋幹事 月間会員
杉本会長 松原ガバナー様 木村ガバナー補佐様 三国
ＲＣ様 ようこそ丸岡へお越しくださいまし
た。本日のガバナーアドレス、合同例会よろし
くお願いします。
三寺幹事 松原ガバナー 本日お越しいただきありがと
うございます。本日は宜しくお願い致します。
又、三国ＲＣの皆様今後とも宜しくお願い致し
ます。

◆出席報告◆
例会日

会員数

11/9

３３

出席委員会
出

席

届有
欠

届無欠

４

０

２９

出席免除者

欠席

例会出席率

０

87.88%

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会
11 月 9 日

累計

ニコニコ箱

67,000 円

270,000 円

ロータリー財団

27,000 円

214,000 円

米山記念奨学会

28,000 円

215,000 円

山岸
倉本
岩田

小見山
水﨑
八百山

会費含む累計
270,000 円

南利明
奥村
道木

釣部 林田千之
林田恒正 東角
上屋敷
竹澤

林田數一 北 下田
柿木 竹内 松井
海道
南勝文

金

山下

今日の会報に出ている中島さんは、目の調子も快復されてお元
気でした

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 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－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

