
 
  

皆さん、こんにちは。 

新年早々、大変な大雪に見舞われまして皆様も除雪

作業にご苦労されたことと思います。大変お疲れと

は思いますが、事故なども無く無事に終えられたこ

とが何よりと思います。 

さて、コロナウイルスが全国的に大変な広がりで、

首都圏を含め１１の都府県に緊急事態宣言が出され

ております。福井県にもコロナ感染拡大警報が発令

されており、連日、福井・坂井地区での感染確認が

発表されております。 

そのような状況ですが、本日例会で予定していた金

会員の「コロナ感染症について」の卓話を楽しみに

しておりましたので、Ｗｅｂ参加を推進しながら何

とか例会を開催したいという思いでした。しかし、

諸事情を考え、やむなく今回は休会の判断を致しま

した。 

1/25、2/1 と会場修繕工事の為、休会が続きます。

しばらくお会いすることができず寂しいですが、皆

様にはお大事にお過ごしください。 

会長 杉本 政昭 

本日の例会 休会です  

令和３年 １月２５日（月）休会 

令和３年 ２月 １日（月）休会 

会場（さくらホール）工事につき使用不可の為 

令和３年 ２月 ８日（月）第 2031 回例会 

祝事 

委員会の日  

次回の例会  

令和３年 ２月１５日（月）第 2032 回例会 

外部卓話 

「小中学校におけるいじめの実態と課題」（仮題）

春江中学校 教頭 鈴木 秀卓氏 

令和３年 ２月２２日（月）第 2033 回例会 

会員卓話  未定 

 

今後の予定  

幹事報告  

＜ガバナー事務所より＞ 

①2021-22 年度 地区補助金 書類一式について 

 地区補助金申請書の受付期間 

 2021 年 2月 1 日～2021 年 4月 23 日 

②新型コロナウイルス第 3波への緊急対応のお願い 

令和３年１月１８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。 

県下ロータリークラブ全て、ビジター受付はありません。 

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

 



 

  

新年あけましておめでとうございます。 皆様にはお家族お揃いで、コロナ禍

の中ご健勝にて新年をお迎えしたことを、お喜び申し上げます。昨年中は、ロ

ータリー活動にご指導ご協力賜り厚くお礼申し上げます。私の任期あと 6 か月

を、引き続きご指導ご協力を宜しくお願い申し上げます。 
さて明日明後日にも、首都圏に緊急事態宣言が発令されると聞いております

し、今年のお正月はコロナの影響でいつもと違った特別なお正月となったので

はないかと思います。 
初詣の方も「新しい参拝の形」ということで、様変わりをしていまして、例

えば、「御利益は車に乗ったままでも変わらない」ということで車に乗ったまま

祈禱（きとう）を受けられるようにした寺院とか、また何とか感染拡大を防ぎ 
たいということで、多くの人が触れる木製の筒を使わないスマートフォンを使った新しい方式のおみくじを採り入

れた神社などもあり、各神社仏閣もコロナ対応に工夫しての新しい参拝の形だったようです。 
残りの半年、例会そして事業とありますが、各活動を何とか工夫して新しい活動の形としてやっていきたいと思

っております。皆様のご指導ご協力をお願いしまして、新年の挨拶といたします。 

 

杉本 政昭 会長挨拶                          １月６日（月） 

第８回理事会 報告                     １月６日（月） 

【審議事項】 

 ①２月プログラムの決定 

  

日  時 内  容 

2/1（月） 会場使用不可の為 休会 

2/8（月） 祝事 委員会の日 

2/15（月） 

外部卓話  

 春江中学校 教頭 鈴木 秀卓氏 

 「小中学校におけるいじめの 

実態と課題」（仮題） 

2/22（月） 会員卓話 未定 

 

修了証書 授与                 １月６日（月）                 

                
 

      
 
 
 
 
 
 
 

ロータリー・リーダーシップ研究会（ＲＬＩ） 
第 2650 地区ＲＬＩパートⅡ 修了証 
2020 年 11 月 29 日（日）12 月 5 日（土）受講 
松井 寛 会員（副会長として参加） 

＜今後の予定＞  
パートⅢ  2021 年 2 月 21 日（日）28 日（日）ｗｅｂ開催 
卒後コース 2021 年 5 月 16 日（日）      午後 メルパルク京都にて開催予定 



 

  
新年参拝                      １月６日（月）                 

 



 

  

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 

◆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 

1/6 ３３ ２６ ５ ０ ２ 83.87% 

 

委員会報告                     １月６日（月） 

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 1 月 6日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 48,000 円 428,000 円 428,000 円 

ロータリー財団 26,000 円 320,000 円 

米山記念奨学会 26,000 円 321,000 円 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １８名 
南利明 林田千之 下田 奥村 林田恒正 山下 倉本 
水﨑  杉本   竹内 松井 道木 川上 竹澤 
八百山 海道   竹吉 南勝文 
◆米山奨学会◆     寄付者  １８名 
南利明 林田千之 下田 奥村 林田恒正 山下 倉本 
水﨑  杉本   竹内 松井 道木 川上 竹澤 
八百山 海道   竹吉 南勝文 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  ２６名 

杉本会長 あけましておめでとうございます。任期残り６

か月どうぞよろしくお願いいたします。 
三寺幹事 明けましておめでとうございます。本年一年も

大切にしたいと思います。ご協力宜しくお願い

致します。 
南利明  明けましておめでとう御座います。本年もよろ

しくおねがい申し上げます。妻の誕生日を自祝

して。 
林田千之 昨年三国ロータリーにいってきました。昼の例

会は楽しいです。本年もよろしく！ 
小見山  ウィーンフィルハーモニー管弦楽団「美しき青

きドナウ」毎年聴いても良い曲ですね。来年も

また聴くことが出来ますように。皆様本年もど

うぞよろしく。 
林田數一 明けましておめでとうございます。 
北    新年あけましておめでとうございます。本年も

健康で楽しくすごしましょう。 
下田   あけましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願いします。 
奥村   あけましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願いします。 
林田恒正 明けましておめでとうございます。今年もよろ

しくお願いします。 
山下   新年明けましておめでとうございます。 
倉本   本当に良い年に成るように心よりお祈り致し

ます。会員の皆様方健康第一にて。 
 

水﨑  新年明けましておめでとうございます。今年も頑張りまし

ょう。 
柿木  あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い

します。 
竹内  あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い

します！！ 
松井  本年もよろしくお願いします。 
前川徹 次女の成人式を祝して。 
道木  明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い

します。 
上屋敷 あけましておめでとうございます。一年よろしくお願いい

たします。 
川上  今年も皆様とお会いできうれしい次第です。 
竹澤  皆様新年明けましておめでとうございます。 
西出  新年明けましておめでとうございます。 
八百山 明けましてお目出とうございます。本年もどうぞ宜しくお

願いします。 
海道  明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い

します。 
竹吉  あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い

いたします。 
南勝文 本年もよろしくお願いいたします。 

1 月度祝事 

会 員 誕 生 日 

1/30  東角会員  63 
1/30  前川会員  59 
 

会 員 夫 人 誕 生 日 

1/ 2  南利明会員夫人   雅子様 
1/ 3  道木 会員夫人   清美様 
1/18  南勝文会員夫人  智恵美様 
1/25  八百山会員夫人  真澄様 
1/29  山下  会員夫人 幸恵様 


