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本日の例会
令和３年
19：00

次回の例会

３月 ８日（月）第 2035 回例会

令和３年

会員卓話 山下 健治 会員

開会点鐘

「Google Map で巡るロータリーの旅」

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「奉仕の理想」 斉唱
会長挨拶

杉本 政昭 会長

幹事報告

三寺 康信 幹事

今後の予定
令和３年

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

ロータリーの友

３月号
20：00

３月１５日（月）第 2036 回例会

３月２２日（月）第 2037 回例会

会員卓話 林田 恒正 会員
「人との出会いとロータリー」

令和３年

解説

３月２９日（月）第 2038 回例会

外部卓話 和田 千賀子 様

上屋敷 貴紀 会員

ふくい働き方改革推進支援センター

閉会点鐘

委託事業センター長 特定社会保険労務士
「パートタイム・有期雇用労働法について」

幹事報告
①地区行事等におけるコロナウイルス感染対策実施
の見直しについて
②今年度地区大会案内
4/4 京都ホテルオークラにて 会長幹事のみ出席
③新年度開始前 地区財団委員長 クラブ訪問
5/11～6/19

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。

ビジター受付のみ実施日

詳しくは

県下ロータリークラブ全て、ビジター受付はありません。

https://rid2650-pub.com/

杉本 政昭 会長挨拶

３月１日（月）
関西東海地方の緊急事態宣言が解除されました。また福井県の感染拡
大注意報も解除となりました。県を跨ぐ移動が以前より少ししやすくな
った分、感染のリスクも多くなりますので、まだまだ十分ご用心いただ
きたいと思ってます。
さて、今日は例会の参加方法についてお話します。会場参加とオンラ
イン参加の選択可能な例会、もっと言えば、会場参加を少人数にして、
オンライン参加を奨励する例会、それをハイブリッド式例会と呼んでい
ます。今私達が行っている例会も、このハイブリッド式例会でございま
す。私達の 2650 地区おいては昨日までの緊急事態宣言を受けて、関西
圏のクラブでは完全に休会や、完全リモートで例会を開催していたよう
です。また県内では三国 RC さんでは２月は休会していたようですが、
他のクラブはハイブリッド式例会で開催しているという現状です。

この傾向は「新しい例会の形」として今後も定着して行くように思いますが、ただ僕は今後も皆が例会場に集ま
るリアル参加型例会の大前提があっての「新しい例会の形」であってほしいと思っています。
最近、ワクチンに関するニュースが流れると注意して見てしまうのですが、少しでも早くワクチンでコロナが終
息に向かってくれたらと期待しています。ただ私達が接種できるまではもう少し先になりそうなので、これまでの
努力を台無しにしないよう後少しだけ気を緩めずに、皆さんと一緒にこのハイブリッド式例会で乗り切っていきた
いと思っております。

クラブフォーラム

３月１日（月）

① クラブフォーラム テーマ 「より一層の『居心地のいいクラブ』について」
本年度においては、コロナ禍の影響によりロータリーに関する全てが大きく変わっています。
今後は、地区事業、クラブ事業、例会などコロナ禍を機に変化が加速していくものと予想されます。
現在の環境の中で、これからの丸岡ロータリークラブと未来のロータリーアンに繋げて行くために、より一層の
「居心地のいいクラブ」にする事を考えていかなくてはならないと思います。
② プログラム
２０分間 年代別に分けてテーブルディスカッションをしていただく
（時代背景や現役世代と引退世代などの環境により、考えが違うことを考慮しました）
１０分間 各テーブルからの発表
③ ディスカッションについて参考
・現ロータリーアンの居心地が良いクラブとは何か
・未来のロータリーアンに居心地が良い環境とは何か
例）会員相互の親睦活動・開催時間・例会内容・奉仕活動等事業のあり方・会費・オンライン例会
開催回数・組織・など
Ａグループ

南利明 林田千之 林田恒正 釣部 水﨑 北
①昼例会時、食事をしながら会員同士話し合いをし、
親睦ができたので楽しかった。現在の夜の例会は、
卓話をして「はい、さようなら」という感じで、
さびしい。
②クリスマス会など家族会がないのでさびしい。奥
さん同士のコミュニケーションもない。
また、家族会をしても若い会員は、その会にすら
出席しない。残念。
③地区大会の時など、あちこちを見学していたのが
楽しかった。

Ｂグループ 倉本 奥村 小見山 林田數一 下田

①現在、居心地がよいか？
・交流が少ないから寂しい
・親睦がないから寂しい
・居心地が良くなるとは思えない。ワクチンがき
ちんと終わるまで何ともならないだろう
今年一年は無理だろう
・やっぱり飲み会は必要だろう
・例会の場で夜食事をしたらどうだろうか
・小松屋ででも、密にならないように宴会（例え
ば家庭集会や炉辺会談など）をしたらどうだろ
うか

②将来のロータリアンが居心地がよくなるためには？
・コロナが終息しないうちは将来のロータリーのことは何とも思案できない
・自身が７０歳以上なので自分を含めて先が読めません
①居心地の良否がロータリークラブの良し悪しの評
Ｃグループ
金 山下 東角 柿木 杉本
価の指標にはならない。居心地がいいかどうかとい
うのはあまり、そのような目でクラブ活動を見たこ
とがない
②ロータリー活動に何を求めるかが大事であり、例会
や奉仕活動から自分が何を得られるのかそれが問
題である。その活動の中から自分が高められる満足
感を味わえることが、とりもなおさず居心地の良さ
そのものではないだろうか
③会員同士の交流がベースになり、その中から緊張感のある仲良しさが必要。過剰な縛りというのはあまり強調すべき
ではないのではないか。④例会の時間帯、食事例会、飲酒を含めた親睦会など、柔軟な態度でもう 1 回話し合って取
り入れて行ってはどうだろうか
⑤最近は、意外に退会者が少ないということは、居心地の良いクラブではないのか
①ロータリー活動において、強制的な部分があると嫌だが、そう
ではない丸岡の雰囲気がとても良い。良い意味でも、悪いでも、
ゆるい感じでよい。
②オンラインにこだわる必要はないのではないか。オンラインで
は伝わらない部分もある
③下のメンバーを連れてよく飲みに行く会員がいて、繋がりが良
くなった
④他の団体（ＪＣ、商工会など）も会員が減少していく中、ロー
タリークラブも例外ではない。会員減少に歯止めをかけるため
にも、衛星クラブを作るとよい。衛星クラブに、主婦や学生が
入会すれば、ロータリー活動にも繋がる。
⑤委員会が多数掛け持ちとなっていてどれを優先するのか迷う
⑥現在、活動がほとんどないため居心地がいいかどうかはよくわからない
⑦メディア等に取り上げてもらい、それを見て入会者が増えると良い
⑧居心地の良さは皆が同じ方向を見ているということ ⑨様々な職業の会員がいるから、見聞が広がるので良い
⑩入会している会員で、ステータス感をあげると良い ⑪メンバー同士の絆を深める

Ｄグループ 松井 川上 竹澤 三寺 前川正

Ｅグループ 竹内 南勝文 西出 上屋敷 岩田

現在のクラブの居心地は？ 良い０名 何も感じない４名
悪い１名
①会話をする時間があるといい
②委員会同志で横のつながりが増えると良い
委員会では委員長しか内容をわかっていないことが多いの
で委員会の日を増やすとよい
③事業内容で多くの人が関わることのできる事業を増やすと
よい
④委員会の数が多すぎる。

⑤例会場の場所がよくない。ホテルのようなフォーマルな場所がよい。
⑥ロータリージャンパーを着て例会参加ＯＫのように、ドレスコードの見直しをして、気軽に参加できるようにしたら
どうか
＜会長総括＞
様々な意見を出していただきましてありがとうございました。
一番多い意見は、親睦が大切だということだと感じました。今年度は、コロナ禍で地区からの指示もあり、懇親会も全
て中止となったこと、私自身も本当に残念に思っています。居心地のよい今のクラブを「より一層」居心地よくしてい
くために、皆さんからの意見を参考に今後の活動に繋げていきたいと思います。

委員会報告

３月１日（月）

◆ロータリー財団◆

寄付者

１３名

南利明 釣部 林田千之 下田 林田恒正 山下 東角
水﨑
柿木 杉本
松井 川上
南勝文

◆米山奨学会◆

寄付者

１３名

南利明 釣部 林田千之 下田 林田恒正 山下 東角
水﨑
柿木 杉本
松井 川上
南勝文

◆ニコニコ箱◆

寄付者

◆出席報告◆

出席委員会

例会日

会員数

3/1

３３

席

届有
欠

届無欠

６

０

２６

出席免除者

欠席

１

例会出席率

81.25%

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会

１６名

杉本会長 春です！暖かくなりました。本日のクラブフォ
ーラム宜しくお願いします。
三寺幹事 クラブフォーラムよろしくお願いします。
釣部
クラブフォーラムよろしくお願いします。
林田千之 食事例会が懐かしいです。
北
誕生日を自祝して。
下田
結婚記念日を自祝して。
奥村
結婚記念日を自祝して。
東角
いよいよ春本番です。朗らかに行きましょう！
倉本
結婚記念日を自祝して。
水﨑
３月になりました。昨日スノータイヤを入れ替
えました。

出

3月1日

累計

ニコニコ箱

24,000 円

534,000 円

ロータリー財団

19,000 円

402,000 円

米山記念奨学会

19,000 円

399,000 円

松井
上屋敷
川上
竹澤
岩田
南勝文

会費含む累計
984,000 円

「居心地のいいクラブ」について積極的に話し合いましょう！
本日もたくさんのご寄付ありがとうございます。
花粉症で大変です。早く花粉の季節が終わりますように！！
クラブフォーラムが実りある会議となりますように。
お誕生日を自祝して。今日もよろしくお願い致します。
本日も皆様御苦労様です。

３月度祝事

会

員 誕

生

日

3/1

道木会員

53

3/3

北会員

79

3/17

倉本会員

3/29

奥村会員

3/8

岩田会員

37

3/18

山下会員

3/29

下田会員

3/11 竹吉会員

63

3/20

水﨑会員

3/28

金会員

3/20 山岸会員

79

3/28

竹吉会員

結

婚 記 念

日

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

