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本日の例会
令和２年１１月
19：00

次回の例会

２日（月）第 2023 回例会

令和２年１１月 ９日（月）第 2024 回例会
ガバナー公式訪問

開会点鐘

高椋コミュニティセンターにて １４時半～

君が代・
「栄冠は君に輝く」 斉唱
4 頁に歌詞♪

会長挨拶

杉本 政昭 会長

祝

１１月 結婚記念日 夫人誕生日

事

修 了 証

ＲＬＩパートⅠ 松井副会長

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

各委員会委員長でご欠席される方は、必ず代理の
方をたてていただき、事務局までご連絡ください。
（ＳＡＡ、親睦活動、ソング、ニコニコ箱、
ロータリー基金、出席、会報）

今後の予定
本日の寄付報告

令和２年１１月１６日（月）第 2025 回例会

委員会の日

会員卓話
全体 司会進行
進行者
記録係

テーマ

小見山 修 会員

メンバー

令和２年１１月２３日（月）祝日の為 休会

Ａ

①今後の例会プログラムについて
②11/9ガバナー公式訪問例会の準備打ち合わせ
③ニコニコ箱・ロータリー財団等寄付金状況および
今後の寄付計画

松井

道木
南勝文

小見山 山下 倉本
竹内 上屋敷 川上
八百山 前川正智

Ｂ

国際奉仕・青少年奉仕 活動・事業について

柿木

竹吉
西出

南利明 釣部
林田千之 林田數一
北 下田 奥村
東角

Ｃ

職業奉仕・社会奉仕 活動・事業について

杉本

瀬野
海道

山岸 金 林田恒正
水﨑 三寺
前川徹 竹澤 岩田

令和２年１１月３０日（月）第 2026 回例会
会員卓話

北 勇一 会員

連絡の徹底お願いします
①欠席は理由を添えて

20：00

②オンラインでの例会参加希望

閉会点鐘

例会開催月曜日１５時までに
事務局へご連絡ください。

幹事報告
＜ガバナー事務所より＞
① ＲＬＩパートⅡの案内
② 地区補助金アンケートの回答
③ 公式訪問スケジュールの確認

ビジター受付のみ実施日
福井水仙 RC
福井東 RC

木 18:00～18:30
月 12:00～12:30

詳しくは
11/5
12/21

https://rid2650-pub.com/
福井パレスホテル
アオッサ１Ｆ入口付近

杉本 政昭 会長挨拶

１０月２６日（月）

皆さんこんにちは。まずお客様のご紹介いたします。
ガバナー補佐の木村昌弘様です。
一昨日ですけれども、
「感染症を乗り越えよう コロナ・
ポリオ根絶 世界の子供たちを守る為に」ということで、
福井フェニックスＲＣのイベントが福井駅前のハピリン
であり、それに顔を出しいてきました。その中で松原ガバ
ナーの講演が 20 分くらいあり、ポリオに関しては、もう
あと少しで根絶できること説明し、それとは対照的に平和
でない国からの過去の発症事例をあげ、平和でない限り根
絶は難しいという事も併せて説明され、平和の大切さを訴
えていました。ちなみに 2019 年 7 月から、
「ポリオ撲滅」→「ポリオ根絶」に名称が
変更されたとのことです。
今日は柿の日だそうです。1895 年（明治 28 年）10 月 26 日、正岡子規が奈良旅行で
「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」を詠んだとされることにちなんで柿の日なったそう
です。
本日は、この機会に、ガバナー補佐の木村様へ質問などありましたら、お願いします。

クラブアッセンブリー

１０月２６日（月）

ガバナー補佐 木村 昌弘 様
１１月９日のガバナー公式訪問は、三国ＲＣと通常通り開催するということで、
丸岡ＲＣさんには、ご苦労おかけしますが、宜しくお願い致します。
公式訪問は、コロナ禍において当初の予定より延期され、9 月から仕切り直しで各
クラブ開催されています。コロナの影響で、クラブの事情に合わせて色々な形式で
開催をしています。ガバナーは、訪問してガバナーアドレスを行わなければならな
いというスタンスでやっています。どうしても訪問がかなわないクラブでは、ビデ
オメッセージを届けています。
ガバナーは年度当初に向けて昨年度のうちから、方針をだしていましたが、コロナ禍で変更を余儀なくされま
した。ご自身の仕事は、会員の安全と現状を維持し、次年度が正常に戻ってもらい、今年度は、引き継ぎの年度
だということをおっしゃっています。企業の社員を守る、家族を守る、ロータリークラブを守るということを第
一目標に掲げています。それに加えてコロナの影響で、退会者は一人も出してもらったら困るということを盛ん
に言っておられます。クラブの中で色々話し合いながら、支えながら、対応してください。
ガバナーとは、役員懇談会で十分にやり取りして頂きたいと思いますし、クラブからの要望を今から、お聞き
しまして、クラブの実情報告をしますので、是非ともいろんな意見を寄せていただければと思います。すでに活
動計画書報告書並びにそのガバナー公式訪問
に向けての資料も提出いただいており、私も
一読させて頂いてます。
私は、イレギュラーな形で引き継ぎまして、
今年度で、ガバナー補佐は終わる予定です。次
年度は、小林和美さんに復帰を願うという予
定になっておりますので、よろしくお願いし
ます。
では、今日は有意義な時間にしたいと思い
ますので、よろしくお願いいたします。

杉本会長より
「居心地のいいクラブで！人としてさらなる成長を目指して」ということで、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「居心地の良いクラブ」にしていきたいということで、年度を始めさせていただきました。
年度当初より、コロナの影響が大変出ておりまして、深刻な事業所もあると聞いておりますし、また退会防止の
意味でも、まず前期の会費を半減致しました。半分の予算で活動しようということで、始まりました。７月第３週
目～８月は、コロナ感染拡大防止の為に休会にしました。予算を半減し始めましたが、地区の各委員会や研修が Web
開催になったので、交通費等経費がかからず、予算的にも楽になりました。
後期は、奉仕事業につきましては、今のところ予定通り行うつもりです。コロナ禍での対応も並行して考えてい
るところです。＜予定している後期の活動＞・職業奉仕委員会⇒職場訪問、丸岡定時制のコミュニケーションスキ
ルアップ事業・社会奉仕委員会⇒お見合い事業・国際奉仕委員会⇒タイの生徒の日本への短期留学事業・青少年奉
仕委員会⇒いじめ問題での講演会、子ども食堂への支援
２か月間休会していましたので、ニコニコ箱やロータリー財団への寄付が滞っています。寄付の募り方について
戸惑っています。
木村ガバナー補佐より
先日、貴クラブに訪問した際、Web で例会を中継していて進んでいるなと関心をしました。鯖江 RC も同じように
例会場での出席ができない会員と Web 中継をしています。公式訪問の時もそのような形式でおこなったクラブもあ
ります。時代はオンラインでの会議形式になってきている一方、それをよしとしない会員がいるのも事実です。シ
ニア会員とヤング会員の世代間格差が、コロナの影響で、表面化してきているように思います。地区も会議をオン
ラインで開催するという方針になっていきています。コロナを機に徐々に進めていくようです。しかし、ロータリ
ークラブは、本来直接顔を合わせ、親密な交流が一番の基本ですので、早く本来の形式に戻したいですが、それぞ
れのメリットを活かして進めていって欲しいと思います
地区行事に関しては、福井県は、京都へ行って参加するには、時間や旅費等不利な面もありますので、オンライ
ンで開催という意見があります。伝達することを目的とした研修は、オンラインで、しかし、意見を出し合う会議
等は、やはり対面が一番ですので、使い分けしていくことになると思います。
ニコニコ箱やロータリー財団への寄付についてですが、強制ではないので、各クラブの考え方で臨機応変に対応
お願いします。ニコニコ箱やロータリー財団の委員長さんは、集めるだけではなく、それぞれの寄付の意味等、会
員に周知徹底するなど工夫してください。
貴クラブは、出席率もよいし、色々な事業も積極的にやられており、引き続きご発展をお祈りします。
＜質問タイム＞
＜東角直前会長＞①今年度の地区補助金事業について ⇒地区財団委員長へ直接質問 （事務局に回答済）
＜三寺幹事＞

②衛星クラブについて ・衛星クラブがあるクラブを教えてほしい。 ・目的は？

＜杉本会長＞

③公式訪問時について ・ガバナー随行者なし ・集合写真のこと

海道社会奉仕委員長

報告

10 月 17 日（土）14 時 00 分～16 時 00 分

１０月２６日（月）
第１回 社会奉仕委員長会議（WEB 会議）に出席。約 100 参加。

プログラム
・講 演 『ロータリーの社会奉仕を考える』ガバナー 松原 六郎 様
・2019‐20 年度 社会奉仕事業報告発表（10 分ずつ×４クラブ）
①奈良ロータリークラブ『
「コトのはじまり奈良を知る」親子奈良ソムリエ』
②大津市内４ロータリークラブ合同事業『スペースロボットコンテスト全国大会 2019 ジャパンオープン』
③京都朱雀ロータリークラブ『企業人と学生によるリアル脱出ゲーム・遊び×就職・採用を考えるシンポジウム』
④丸岡ロータリークラブ『バツ婚クラブ（離婚経験者対象婚活事業）
』

委員会報告
◆ロータリー財団◆
釣部
柿木

下田
杉本
下田
杉本

寄付者

金 奥村 林田恒正 東角
松井 川上 竹澤 八百山

◆米山奨学会◆
釣部
柿木

１０月２６日（月）

◆ニコニコ箱◆

出席委員会

例会日

会員数

１５名

10/26

３３

寄付者

金 奥村 林田恒正 東角
松井 川上 竹澤 八百山

◆出席報告◆

１５名
倉本 水﨑
南勝文
倉本 水﨑
南勝文

寄付者

出

席

２８

届有
欠

届無欠

３

０

出席免除者

欠席

２

例会出席率

90.32%

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会

１９名

10 月 26 日

＜お客様＞
ガバナー補佐 木村 昌弘様
新型コロナウイルスの影響を克服し、2020-21 年度
ご活躍されますことを期待します。
杉本会長 木村ガバナー補佐、本日はようこそお越し下さ
いました。お話よろしくお願いします。
三寺幹事 今日もよろしくお願いします。
釣部
木村ガバナー補佐 本日は御苦労様です。
林田千之 木村ガバナー補佐を迎えて。
下田
木村さん ようこそ。今日はよろしくお願いし
ます。
金
木村ガバナー補佐 本日は宜しくお願い申し
上げます。
奥村
ガバナー補佐木村様ようこそ。
林田恒正 木村ガバナー補佐 よろしくお願いします。
東角
木村ガバナー補佐 ご苦労様です。

累計

ニコニコ箱

25,000 円

184,000 円

ロータリー財団

23,000 円

169,000 円

米山記念奨学会

20,000 円

169,000 円

倉本
水﨑
柿木
松井
上屋敷
川上
竹澤
八百山
南勝文

会費含む累計
184,000 円

木村ガバナー補佐 本日は御苦労様です。
コロナはまだまだ終焉しませんが、丸岡城への来客は多くな
ってきました。
木村ガバナー補佐 本日はよろしくお願いします。
木村ガバナー補佐 ご苦労様です。
本日早退させていただきます。
木村ガバナー補佐 ごくろう様です。
木村様 ようこそ！
竹内君、南君 県アマ頑張ってください！
寒くなりました。コロナに気を付け共に頑張りましょう。
本日も皆様御苦労様です。

全国高等学校野球大会の歌

「栄冠は君に輝く」
作詞：加賀 大介
作曲：古関 裕而

一

雲は湧き 光あふれて
たま

空を切る 球のいのちに

天高く 純白の球今日ぞ飛ぶ

かようもの 美しく匂える健康

若人よ いざ まなじりは歓呼に応え

若人よ いざ 緑濃き しゅろの葉かざす

いさぎよし ほほえむ希望
ああ 栄冠は君に輝く

二

三

感激を まぶたに描け
ああ 栄冠は君に輝く

風をうち 大地をけりて
悔ゆるなき 白熱の力ぞ技ぞ
若人よ いざ 一球に一打をかけて
青春の 讃歌をつづれ
ああ 栄冠は君に輝く

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

