
 
  

令和３年 ２月１５日（月）第 2032 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 

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  外部卓話 

 春江中学校 教頭 鈴木 秀
ひで

卓
たか

氏 

「中学校におけるいじめの実態と課題」 

20：00  閉会点鐘 

本日の例会  

令和３年 ２月２２日（月）第 2033 回例会 
会員卓話  金 定基 会員 

「新型コロナ（COVID-19）感染症について」 

次回の例会  

令和３年 ３月 １日（月）第 2034 回例会 

祝事 

クラブフォーラム 

 「より一層の『居心地のいいクラブ』について」 

令和３年 ３月 ８日（月）第 2035 回例会 

「ロータリーの友 ３月号」解説 

上屋敷 貴紀 会員 

令和３年 ３月１５日（月）第 2036 回例会 

会員卓話 山下 健治 会員 

「Google Map で巡るロータリーの旅」 

令和３年 ３月２２日（月）第 2037 回例会 

会員卓話 林田 恒正 会員 

令和３年 ３月２９日（月）第 2038 回例会 

外部卓話 未定 

今後の予定  

幹事報告  

①地区国際奉仕セミナー案内 

⇒3/7 オンライン開催 

②ロータリー・リーダーシップ研究会パートⅢ案内 

 ⇒2/21 2/28 オンライン開催 

令和３年２月１５日発行 

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/ 

 

連絡の徹底お願いします 

①欠席は理由を添える 

  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 

事務局にご連絡ください。 



 

  

皆さん こんにちは。 
まだ、寒い日が続いておりますが、立春も過ぎて少しずつ春になっていくんだなと

思います。今月予定されていました会長幹事会の中止が決定しております。また、福

井県のコロナ感染拡大警報１４日まで延期となりました。例会の度に言っております

が、個々の感染防止対策の徹底をどうぞ宜しくお願いします。 
本日の会報「初笑い川柳」～林田千之会員より～ということで、川柳がいくつか載

っております。読みましたら、高齢の人の作品が多いように思えましたが、弱ったも

のでほとんど自分に当てはまってしまいまして、自分の年齢を再認識させられまし

た。コロナウイルス関連で暗い話題ばっかりが目立っていますので、ほのぼのとした

話題提供をいただき、ありがとうございました。今後も、こういう明るい、ほのぼの

とした話題などありましたら、ご提供いただきたいと思います。 
最後に、明るい話題として、バンコクに寄贈した消防車の現場での活躍をみて、御礼のメールがありました。メ

ールいただいた方はバンコクに住む日本人の方で、火災で避難していた中で日本人はその方々だけだったらしく、

「丸岡ロータリークラブと書かれた消防車を見て心強かったです。ありがとうございます。」という内容のメール

でした。これは皆さんも同じだと思いますが、まさしくロータリアンとしての喜びと誇りを感じました。  

杉本 政昭 会長挨拶                          ２月８日（月） 

第８回理事会 報告                     ２月８日（月） 

【審議事項】 

 ①３月プログラム 

【報告事項】 

 ①会計報告 上半期 

日  時 内  容 

3/1（月） 
祝事 

クラブフォーラム 

「より一層の『居心地のいいクラブ』について」 

3/8（月） 
ロータリーの友（３月号） 解説 

担当：上屋敷貴紀会員 

3/15（月） 
会員卓話  山下 健治 会員 

「Google Map で巡るロータリーの旅」 

3/22（月） 会員卓話  林田 恒正 会員 

3/29（月 外部卓話  未定 

 
表 彰                      ２月８日（月）                 

                
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜届いたメールと写真＞バンコク在住の者です。突然のご連絡

失礼いたします。実は先ほど、住んでいるコンドミニアムで火

事があり、消防車がかけつけました。すぐに火は消し止められ、

被害は最小限で済んだようです。緊急コールが鳴り、外に避難

をしている際、日本人は私たち親子だけでしたが、丸岡ロータ

リークラブと書かれた消防車が見え、とても心強かったです。

ありがとうございました。 

《米山記念奨学会より》米山功労者 

第１１回 累計額１１０万 金会員 

第４回 累計額 ４０万 林田恒正会員 倉本会員 

第２回 累計額 ２０万 杉本会員  



 

  
 

第２回委員会の日                     ２月８日（月） 

①タイスタディーツアーについて  
⇒今年度中に予算延期申請の予定。 

また、タイ側高校生がオンラインで学習でき

る機材を予算化する。現地での日本語教育に

も有効の為。一校当たり約３０万円。２校に対

して機材準備で６０万円の事業になる予定 

②島原南ＲＣとの交流について 

③いじめ問題について理解を深める研修について 
⇒2/15 例会で外部卓話の予定（小中学校の事例を中心に）ただし県の感染拡大警報の延長あれば延期になる。 
高校の事例については期日未定。 

④こども食堂について 

 
Ｃｸﾞﾙｰﾌﾟ 杉本 瀬野 海道 金 林田恒正 水﨑 前川徹 竹澤 岩田 

 ①坂井市主催婚活事業の紹介と説明 
 ⇒海道会員が見学し、ノウハウを得る 

②職場見学 
 ⇒坂井市新庁舎 
  見学の際に記念品を贈呈したらどう

か。坂井市側からＲＣにＰＲしたいこ

となど、坂井市に打診してみる。 

①今後の例会プログラムについて 

②ＳＤＧｓの周知について 
⇒上屋敷会員による卓話を実施 

③スマホ・パソコン利活用、オンライン会議について 
⇒スマホ・パソコンを利用しリモート（オンライン会

議）ができるようになるために、初歩から学ぶ。会員

卓話で海道会員へ依頼。 

 
              

 

Ａｸﾞﾙｰﾌﾟ 松井 南勝文 三寺 小見山 倉本 竹内 上屋敷 川上 前川正智 
 

Ｂｸﾞﾙｰﾌﾟ 西出 竹吉 南利明 林田千之  北 下田 東角 柿木 八百山  
下田 奥村 

 

次年度役員披露                   ２月８日（月）                 

例年は、新年会での披露になりますが、今年度はコロナ禍で新年会の開催ができず、例会での披露となりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会 長    柿木 満雄 
会長エレクト 松井 寛 
副会長    八百山 正栄 
幹 事    上屋敷 貴紀 
 

会 計  山下 健治 
ＳＡＡ  金   定基 
直前会長 杉本 政昭 
 

会員増強退会防止 道木 宏昌 
公共イメージ   東角 操 
ロータリー基金  竹澤 俊彦 
 



 

  

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 

2/8 ３３ ２８ ３ ０ ２ 90.32% 

 

委員会報告                     ２月８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 

 2 月 8日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 28,000 円 456,000 円 906,000 円 

ロータリー財団 27,000 円 347,000 円 

米山記念奨学会 25,000 円 346,000 円 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １６名 
南利明 林田千之 北  下田 金  林田恒正 東角 
倉本  柿木   杉本 竹内 松井 瀬野   川上 
八百山 南勝文 
◆米山奨学会◆     寄付者  １６名 
南利明 林田千之 北  下田 金  林田恒正 東角 
倉本  柿木   杉本 竹内 松井 瀬野   川上 
八百山 南勝文 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  ２６名 

杉本会長 雪あまり降らないで欲しいですね！本日は委

員会の日よろしくお願いします。 
三寺幹事 委員会の日です。よろしくお願いします。 
林田千之 食事をしながらの昼の例会は楽しいよ。 
下田   今日は寒いですね。 
金    皆さんお久しぶりです。今日は寒いですね。 
林田恒正 コロナに負けずに頑張りましょう！ 
東角   皆様御無沙汰していました。立春過ぎてもまだ

冬ですね。雪にコロナに負けないよう頑張りま

しょう。 
倉本   誕生日を自祝して。又、最愛の妻の誕生日も自

祝して。 
柿木   次年度の役員紹介させていただきます。宜しく

お願い致します。 

竹内  本日の委員会よろしくお願いします。 
松井  大雪、コロナ、今年も大変です。 
上屋敷 本日もたくさんのご寄付ありがとうございました。 
川上  誕生日を自祝して。 
竹澤  コロナも注意ですが、インフルエンザにも気をつけましょう。 
八百山 いつまでもコロナ禍で対策がたてられません。どうしたら良

くなりますかね。 
南勝文 本日も皆様御苦労様です。 

２月度祝事 

会 員 誕 生 日 

2/11  川上会員  54 
2/24   倉本会員  78 
 
 

結 婚 記 念 日 

2/1   南 勝文会員 
 

会 員 夫 人 誕 生 日 

2/8   倉本 会員夫人  記代子様 
2/10  水﨑 会員夫人  邦子様 
2/11  山岸 会員夫人  奈美子様 
2/26  松井 会員夫人  早苗様 

プラティープ財団より、「布マスク製作用資材の為の資金援助」へのお礼状（2020.6） 

 
寄付金でクロントイ

スラムの自立支援と

してマスクを２７０

０枚作り、感染拡大

予防のためにクロン

トイ幼稚園、バーン

ガオ高校へ配布しま

した。 
 


