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４月１２日（月）第 2040 回例会
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外部卓話

開会点鐘

一般社団法人丸岡城天守を国宝にする市民の会
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会長挨拶
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会員卓話

東角

大濃 孝尚 様

「市民の会の活動について」

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

４月１９日（月）第 2041 回例会

４月２６日（月）第 2042 回例会

外部卓話

操 会員

ばん きゅう

福井県金融広報委員会 万 久 弘子 様

「出来事が人生を変える

「終活に関わるお金の問題について」

～人生未だ半ば、振り返る６３年間～」
20：00

閉会点鐘

幹事報告
① 地区大会 出席お礼 松原ガバナーより
② ローターアクト 「RAC ニュース」
③ 福井北ロータリークラブより
創立６０周年記念式典の変更について
⇒コロナ禍の為、規模縮小して延期開催

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

４月５日（月）
福井県独自の「感染拡大警報」が発令されました。１６日までとなっており
ますので、県の指針に基づき、より一層の感染防止対策をお願いします。
さて昨日地区大会がありまして、コロナ禍ではありますが京都の方へ行っ
て参りました。その概要をご紹介致します。
京都ホテルオークラで、各クラブ会長幹事のみの参加で行われた訳ですが、
コロナ対策として受付は設けず、書類等は予め指定されている机に置かれて
おり、一人一人に携帯用消毒液が配布されるという形で行われました。
特別講話として千玄室さんとＷｅｂ特別講演として葛西健さんにお話をい
ただききしました。千玄室さんは経歴に大正１２年生となってまして、９８才
ということですが、杖も突くこともなく登場され、椅子に座ることもなく演台

に立ちぴったり３０分間話されました。
また、Ｗｅｂ特別講演の葛西健さんは、世界保健機構（WHO）西太平洋地域事務局長でマニラからの出演とな
りまして、
「西太平洋地域の COVID－19 の状況と今後の展開」について講演されました。その内容は、ウイルス
に国境はない、世界はつながっているとし、世界的に３月からまた感染が増加し始めている世界の現状を説明しま
した。その中で、西太平洋地域とアフリカは世界から見ると比較的感染が抑えられているとし、その理由を、西太
平洋地域はワクチン接種などで世界の４割の人口地域の割には、感染が抑えられている。またアフリカは、若年層
の人口が多い国というのと、検査が大変遅れている事で、感染が抑えられている報告がされていると言う事でし
た。また、ウイルスについては３億年の歴史があり、感染症でのインカ帝国滅亡・１４世紀のペストではヨーロッ
パの人口の 4 分の１が死亡したなどと説明をしました。また 2000 年代のＳＡＲＳ・ＭＥＲＳ・COVID－19 をコ
ロナ３兄弟とし、特に COVID－19 は急激に容態が変わるなどトリッキーな面があり、まだ解らない事ばかりのウ
イルスであると解説し、コロナ対策の今後については、人類はウイルスとの戦いを繰り返している、感染症対策と
経済活動対策はシーソーと同じでいかに早く見つけて抑え込むことと、ワクチンの有効利用が大切だと説明をしま
した。
地区大会はこの２つの講演のほか、各クラブの活動報告が紹介されましたが、この各クラブの活動報告がＤＶＤ
としてありますので、また皆さんに例会の場でご紹介できればと思います。例年ですと会員の皆さんと一緒に地区
大会に出かけるんですが、本年度は、それが出来なかったので今日の報告とさせていただいたのですが、来年こそ
は、皆さんと一緒に行ければと思っております。

クラブフォーラム

４月５日（月）

①クラブフォーラム テーマ 「我がクラブでできる（やりたい）奉仕プログラムについて」
コロナ禍の影響により各奉仕事業活動が、大きく変わっています。この機会を良い機会としてとらえ、本年度
は職業奉仕委員会の職業講話事業が行われ好評を得ました。そこで、今後そして未来の丸岡ロータリークラブ
を見据え、奉仕プログラムの活動内容や方向性を考えてもらいます。奉仕委員会（職業、社会、国際、青少年）
の活動内容や課題などについて、会員が意見を出し合い、出された内容を参考にしながら、今後のクラブ運営・
活動に活かしていきます。
②プログラム
２０分間 ４奉仕部門
（職業、社会、国際、青少年）に分
かれてテーブルディスカッショ
ンをしていただく。
１０分間 各テーブルからの発表

職業奉仕

南利明 小見山 林田恒正 東角 海道 前川正智
①学生対象に職業紹介などの講話

次世代に職業観を伝える

ことにより自身も倫理観を高めることが出来る。会員の子
息、社員に対しても職業観を伝える。
②丸岡城の桜の植樹 継続してやるべき。
③今までおこなってきた事業を継続していく。

社会奉仕

林田千之 金 倉本 三寺 川上 八百山
①ロータリーにおける奉仕とは？について
奉仕(サービス）は、無料奉仕という意味ではなく、相手のた
めになるよう誠意をもって行動するということ。そのことが
自らの喜びと感じるということが根底にあり、そういう行動
を続ければ相手の信頼を得るということができるため、自分
の商売の利にもつながると、話がでた。 例えば政治家のよう
に歳費はしっかり受けるが、世のため国のため人々のために
誠意をもって懸命に努力する事のようなものでは？と話が

あった。ロータリーの哲学そのものが、歴史的な変遷がある。Service Above Self 人々のために尽くすことが自分の
喜びになるという精神が根底にあれば、それ以上縛られる必要ないのではないか。
②過去の社会奉仕事業の具体例について・ナホトカ号事故の奉仕活動・美山の洪水災害時救済活動・婚活の援助活動等々
③今後コロナ禍では、具体的な活動は難しい
④福井とあわらの間に鉄道もしくはモノレールを走らせるという運動⇒実現できるかどうかというよりも、運動を続け
ることで、皆の気持ちを奮い立たせたり、関連した問題に対する意識を覚醒させたりできると思う。
⑤婚活支援活動⇒人口減少の中、具体的に地元に対する貢献度が大きい
⑥身の回りの清掃活動等⇒その機運を高める運動も大切
⑦いかに人の役に立てるかという視点を持ち続けることでこれからの行動が見えてくる。ロータリーがあるからには、
自分たちの奉仕活動が社会に対する何らかの起爆剤になっていきたいと思う。

国際奉仕

釣部 下田 水﨑 杉本 西出 岩田
①島原ロータリークラブとの交流を深める。
②タイ以外の奉仕活動を検討する。
③青少年奉仕交換プログラムの検討
④世界大会に参加するために国際奉仕が窓口となる
⑤タイカンチャナブリ
でオンラインを活用

タマウングＲＣとの交流

コロナ禍

カンチャナブリの高校の日本語教師

に通訳となってもらう。
⑥丸岡高校生・坂井高校生とタイ高校生のオンライン交流を支援する
⑦地区補助金を活用するために、ロータリー財団への寄付の協力を呼び掛ける。

青少年奉仕 山岸 林田數一 柿木 竹内 上屋敷 南勝文
①青少年奉仕プログラム
ＲＹＬＡ 2020 年よりコロナで中止
インターアクト、ローターアクト 丸岡ＲＣではなし
青少年交換

現会員の子息で 15～18 歳が対象

丸岡高校な

どで募集をかけてもよい。
②河川や丸岡城などの清掃活動をロータリアンと学生一緒にす
る。
③地区からの活動指針等はないのか⇒他クラブの活動内容が掲載されたものが送付されてくるので、参考にする程度。

委員会報告

４月５日（月）

◆ロータリー財団◆

寄付者

◆出席報告◆

１１名

南利明 釣部 林田千之 下田 林田恒正 東角 水﨑
杉本
川上 八百山
南勝文

◆米山奨学会◆

寄付者

１０名

南利明 釣部 林田千之 下田 林田恒正 水﨑
杉本
川上 八百山
南勝文

◆ニコニコ箱◆

寄付者

例会日
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９

０
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０
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◆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 福井県独自の感染拡大警報が出ています。皆さ
んコロナには、気をつけましょう。
三寺幹事 本日は、クラブフォーラムです。皆様よろしく
お願い致します。
南利明
誕生日を自祝して。
釣部
クラブフォーラムよろしくお願いします。
林田千之 皆さんの意見を今日は楽しみにしています。
林田數一 結婚記念日 妻の誕生日を自祝して。
下田
今日は息子の誕生日です。
４１歳になりました。
林田恒正 妻の誕生日の祝いを自祝して。
東角
結婚記念日を自祝して。
倉本
本日はクラブフォーラムで意見を出し合いまし
ょう。
水﨑
竹田の桜を見てきました。

4月5日

累計

会費含む累計

ニコニコ箱

22,000 円

638,000 円

ロータリー財団

17,000 円

470,000 円

米山記念奨学会

16,000 円

464,000 円

1,088,000 円

柿木
本日クラブフォーラムよろしくお願いします。
上屋敷 本日もニコニコ箱へのたくさんのご寄付ありがとうござい
ました。
川上
本日のクラブフォーラムで意見を出し合いましょう。
八百山 初めてクラブフォーラムに参加します。宜しくお願い致し
ます。
南勝文 本日も皆様御苦労様です。

４月度祝事
結

婚 記 念

日

4/3

林田數一会員

4/5

道木会員

4/8

北 会員

4/25

東角会員

会
4/5

員 夫 人

誕 生 日

林田恒正 会員夫人 喜代美様

4/10 林田數一 会員夫人 千恵美様

会 員 誕

生

日

4/16 竹澤会員

54

4/17 西出会員

42

4/25 上屋敷会員 40
4/28 南会員

84

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

