
 

  

令和２年１１月 ９日（月）第 2024回例会 

ガバナー公式訪問 ＜三国ＲＣとの合同開催＞ 

          高椋コミュニティセンターにて 

 

 

 

 

13：30～14：30 三国 RC 会長・幹事・役員懇談会 

14：40 開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「奉仕の理想」 斉唱 

会長挨拶   丸岡 RC 杉本 政昭 会長 

      三国 RC 山本 信次 会長 

幹事報告  丸岡 RC 三寺 康信 幹事 
三国 RC 大嶋 裕一 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 

15：10  ガバナーアドレス 

      松原六郎 ガバナー 

15：40 閉会点鐘 

15：40 写真撮影 

16：00～17：00 丸岡 RC 会長・幹事・役員懇談会 

本日の例会  

令和２年１１月１６日（月）第 2025回例会 

会員卓話  小見山 修 会員 

次回の例会  

令和２年１１月２３日（月）祝日の為 休会 

令和２年１１月３０日（月）第 2026回例会 

会員卓話 「詩吟について」 北 勇一 会員 

令和２年１２月 ７日（月）第 2027回例会 

祝事 

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！」 

 ～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 

外部卓話 「称念寺と明智光秀」 

称念寺 ご住職 高尾 察誠 様 

令和２年１２月２８日（月）年末の為 休会 

今後の予定  

幹事報告  

＜ガバナー事務所より＞ 

 特になし 

令和２年１１月９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 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/ 

 

ご来訪者 

ガバナー    松原 六郎 様 

ガバナー補佐  木村 昌弘 様 



 

  

皆さんこんにちは。１１月に入りました カレンダーの残りはもう１枚です。 

毎年のことですが、１年が本当に早いなと思っているのは私だけじゃないと思います。 

「ジャネーの法則」というのがあります。

その説明によりますと、1 年の長さは例え

ば、50 歳の人間にとっては、人生の 50 分の

1 ほどであるが、5 歳の人間にとっては 5 分

の 1 に相当する。よって、50 歳の人間にと

っての 10 年間は 5 歳の人間にとっての 1 年

間に当たり、5 歳の人間の 1 日が 50 歳の人 

間の 10 日に当たる、という理屈で歳を重ねると多くの人が時間を早く

感じるということだそうです。これを解決する方法として、日々多くの 

事を経験し「今この瞬間」を全身で感じて、充実した日常を送るということが一番だそうです。そういう意味で

は、ロータリー活動というのは結構な刺激もあり、充実した日々を送る上で、極めて重要な事だと思います。最

近時間の経過が早く感じるようになった方は、私もそうですが、充実した日常を送っていないことになりますの

で、どうぞ充実した日常を送ることを意識してみてください。 

今日は、委員会の日です。充実した委員会の日になるよう、各グループでの活発な意見交換を宜しくお願いします。 

杉本 政昭 会長挨拶                          １１月２日（月） 

修了証書授与 ＲＬＩパートⅠ             １１月２日（月） 

松井次年度会長エレクト参加 Webでの開催 

（例年、丸岡ＲＣでは、次年度の会長エレクトが参加） 

10月 18日（日）・10月 24日（土）   

 

次回のパートⅡも松井会員が参加予定 

11月 29日（日）・12月 05日（土） 

１２月７日例会時に本日協議した内容を各グループ（委員会毎に）発表いただきます 

 
Ａｸﾞﾙｰﾌﾟ 松井 道木 南勝文 三寺 小見山 山下 倉本 

 竹内 川上 前川正智 

＜会議内容＞①今後の例会プログラムについて ②ガバナー公式

訪問の準備打ち合わせ ③寄付金状況および今後の寄付計画 

              

第１回委員会の日                    １１月２日（月） 

Ｂｸﾞﾙｰﾌﾟ 西出 竹吉 南利明 林田千之 林田數一 北 

下田 奥村 

＜会議内容＞●国際奉仕委員会①留学生事業の代替え案につい

て②事業実施について延期か、中止か 

●青少年奉仕委員会①子ども食堂について②いじめに関する研

修について 

Ｃｸﾞﾙｰﾌﾟ 杉本 瀬野 海道 山岸 金 林田恒正 水﨑 

前川徹 竹澤 

＜会議内容＞●職業奉仕委員会①コミュニケーションスキルアップ

事業について ②職場訪問について 

●社会奉仕委員会①婚活事業について           



 

  

中島忠信会員退会のご挨拶とインタビュー  

退会の挨拶 

本年３月より体調が悪くなり、来年の米寿までは頑張ろうと思っていましたが、体は動きますが目の具合が一向

に良くならず、残念ながら退会させていただくこととなりました。皆様には長い間、ありがとうございました。 

昭和 53年（1978年）3月 21日創立時のチャーターメンバーですが、その経緯は？ 

創立時には青年会議所ＯＢ会員５、６名が発起人となり会員を集

めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

加盟伝達式では２９名の会員がＲＩ会長代理はじめ８００名を超すお客様を迎えてチャーターナイトを挙行す

るなど大変苦労しましたが、４０才台の会員が多く、この成功で強力な親睦が出来上がったことを覚えています。 

入会当時は 45歳、何か印象に残っていることは？ 

当時のロータリーは１業種一人で、同業者がいなくて楽だった印象があります。また、同じ目的に向かっている

同志がみんなで相談することにより、それぞれの会員の色々な考え方があるものだと勉強できました。 

1986年に会長を経験されていますが、その頃の苦労話は？ 

創立後１０年経ってからでしたので、それまでの経験で

和気藹藹で運営には問題ありませんでした。 

入会以来 42年、ロータリーで最も印象に残っていることは？ 

姉妹クラブがある島原や、奈良、京都、滋賀の地区大会な

ど普段ではいけないところに行けたのは楽しいかった思

い出です。 

今後の丸岡 RCに期待すること 

合併により坂井市となって地域の奉仕活動に目が届かな

い点も多くあると思うので、他の同じような目的を持つ団

体との情報交換を密にして、協力し合う関係ができればと

思っています。 

今のクラブで心配なこと・危惧すること 

５０歳位までの会員と７０歳を超えた会員との考え方にかなり溝があるように思えます。親子以上に世代が違う

のですから仕方ないことですが、歴史と伝統を守りながらも、新しい時代に合わせた改革もうまく進めて欲しい

と願っています。 

最後に、会員に伝えたいこと 

会員として４２年間、色々お世話になりました。人生の半分をロータリーで過ごしたことをうれしく思いますし、

この人生に悔いはありません。 

※ 上記の記事は 9月 24 日、山下雑誌・広報・ＩＴ委員長が中島会員に直接お会いしてインタビュー形式で伺ってきた内容です。 

第６回理事会 報告                     １１月２日（月） 

【審議事項】 ①１２月プログラムの決定 

【協議事項】 ①2021学年度 米山奨学生世話クラブ 

引受について 
  ⇒ 次年度会長へ一任 

【報告事項】 ①７月～９月会計報告 

日  時 内  容 

12/7（月） 
祝事   

委員会の日「各委員会の協議内容発表」 

12/14（月） 「地区ロータリー財団について知ろう！」 

12/21（月） 
外部卓話「称念寺と明智光秀」 

 称念寺ご住職 高尾 察誠 様 

12/28（月） 年末の為 休会 

 

２０周年記念誌より 



 

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 

 11 月 2 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 19,000 円 203,000 円 203,000 円 

ロータリー財団 18,000 円 187,000 円 

米山記念奨学会 18,000 円 187,000 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 

11/2 ３３ ２９ ３ １ ０ 87.88% 

 

委員会報告                    １１月２日（月） 

◆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  山下 水﨑 

杉本   松井 瀬野 川上 竹澤 竹吉 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  山下 水﨑 

杉本   松井 瀬野 川上 竹澤 竹吉 南勝文 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １６名 

杉本会長 本日は委員会の日です。活発な意見交換をよろ

しくお願いします。 

三寺幹事 委員会での協議をよろしくお願いします。 

林田千之 結婚記念日を自祝して。 

下田   10 月 29 日正倉院へ行ってきました。 

奥村   コロナに気を付けましょう。 

林田恒正 結婚記念日を自祝して。 

山下   岩田ソングリーダー 今日はありがとうござ

います。 

倉本   本日の委員会 皆様方御苦労様です。 

水﨑   寒くなってきました。風邪、コロナ対策をしっ

かりやりましょう。 

松井   ９日のガバナー公式訪問の準備を親睦委員の

皆様よろしくお願いします。 

瀬野   委員会よろしくお願いします。 

川上   お疲れ様です。寒さに負けずガンバリましょう！ 

竹澤   委員会の日 よろしくお願いします。 

岩田   お仕事のため、早退させて頂きます。 

竹吉   寒くなってまいりました。皆様お身体に気をつけて過ごして

参りましょう。 

南勝文  本日も皆様御苦労様です。 

11月度祝事 

結婚記念日 

11/1   林田恒正会員 

11/4   前川正智会員 

11/5   林田千之会員 

11/22  前川徹会員 

会 員 夫 人 誕 生 日 

11/26  竹吉会員夫人 也寿子様 

雑誌広報ＩＴ委員会より 
ロータリーの友を読みましょう！     ロータリーの友８月号より抜粋 

最も重要な局面で超我の奉仕を実践する職業人たち 

 

 

 

 

ジョバンニ・カッパ 緊急外来医・イタリア・パヴィアＲＡＣ 
イタリア北部の大学病院に勤務する彼は、医療崩壊する中で悲劇的な最期を迎える患者と、

未知で困難な状況に直面しながらも、地域のロータリークラブや住民の感謝を受けて戦って

います。 

  
マイケル・リンド  

クルーズ船乗務員・スコットランド・フォレスＲＣ 
1200 人の乗客と 900 人の乗務員が乗るクルーズ船の航海士である彼は、ブエノスアイレスに

寄港後、船内で感染者が発症、各国の港から入港許可が下りず1か月後にマイアミに戻りました

が、その間に6人の方が亡くなりました。 

 

 


