
 
 
  

令和３年７月５日発行 

みなさんこんにちは。 
本年度最後の例会となりました。１年間、ご支援ご協力いただき本当にありがとう

ございました。 
のちほど、私を含め４人の役員が「1 年を振り返って」と言う事で、報告致します

のでよろしくお願い致します。 
 福井県のコロナ緊急事態宣言が発令されております。今日の例会は休憩なしで内

容が終わり次第閉会といたしますので、ご了承願います。それでは、本年度最後の例

会です。宜しくお願いします。 

杉本 政昭 会長挨拶                        ６月２８日（月） 

１年を振り返って                    ６月２８日（月） 

各委員会については、次年度ガバナー公式訪問時に配布の「クラブ活動計画書・報告書」に記載します。 

 柿木満雄 奉仕プロジェクト部門 理事 

青少年奉仕委員会 春江中学校の鈴木教頭先生をお招きしいじめ問題について皆様

といろんなことをお話させて頂きました。子ども食堂についての協力の事業。 

国際奉仕委員会 オンラインで、タイの高校生と丸岡高校と坂井高校の生徒と交流

するための設備と日本語学習の為のテキスト類を、タイの高校２校および生き直し

の学校へ、タイのタマウングＲＣの協力を得て寄贈しました。地区補助金を利用し

ての事業です。 

職業奉仕委員会 丸岡高校定時制にて会員が職業講話をしました。次年度以降も継

続していきたいと思います。 

社会奉仕委員会は、コロナ禍の為、予定していた事業はできませんでした。 

松井寛 クラブ管理運営理事 

親睦と奉仕ということを思い、親睦が図れるようなクラブ運営をしていきたいと

思っていましたが、前年度の後半に引き続き、残念ながらコロナの影響を受けまし

た。例会開催状況は、７月２回 ８月０回 ９月２回 １０月２回 １１月４回 

１２月３回 １月１回 ２月３回 ３月５回 ４月２回 ５月０回 ６月４回 

例会以外での親睦をはかる行事もほとんどできずに残念でした。 

次年度からは、コロナ禍の中で新しい形で親睦活動を考えていきたいと思います。 



 

  

 三寺康信 幹事 

会長のサポートをしてきたこのコロナ禍の１年で、会長の決断に１番感動したこと

は、オンラインの導入でした。賛否両論があるのは十分承知しています。オンライン

で、例会参加を可能にしたことと理事会の開催は、大きな変化だったと思います。 

なぜなら、ロータリーの未来に繋がる改革だと思ったからです。（例えば、体調によ

って例会場にこれなくてもオンラインでなら参加も可能なので、退会者が減る、県外

に居住している丸岡に愛着を持っている人が入会できるなどの可能性があります。） 

コロナ禍で活動範囲が狭められましたが、一年間皆さんと共にできたことを深く感謝

を申し上げます。 

杉本政昭 会長 

先ずは、会員の皆様ありがとうございました。皆様のご理解とご協力で、無事に１

年間を終えることが出来ました。 

私が務めさせていただいた１年間は新型コロナ感染症との１年間でもありまし

た。コロナ感染拡大の影響で、前期会費を半減してのスタートとさせていただき、例

会活動も７月第３(月)～９月第１(月)までの２か月間、４月第２(月）～５月第５

(月)までの１か月半の休会など１年間の３分の１の例会を休会致しました。予定し

ておりました例会プログラムでは新役員披露会・合同例会・家族大会・新年会・お疲

れさん会など例年恒例となっておりました活動の中止をはじめ、外部卓話において

は、こちらから申し込んでおりながら、何回となくお断りせざる負えなくなったりも 

して、卓話依頼者様にご迷惑をおかけしました。 

また、各奉仕委員会事業においても、予定を中止せざる負えなくなり、会員の皆様にも大変ご迷惑をおかけ致

しました。またそれに伴い代替案を模索していただいた役員、理事の皆様には大変ご苦労をおかけしました。 

そのような中で、例会においては２回行われましたクラブフォーラムは今後の丸岡ロータリークラブの問題点

や方向性を見出すには意義深いものがあったものと思っています。 

奉仕事業は職業奉仕委員会の職業講話・国際奉仕委員会の地区補助金申請事業のタイでの日本語教育支援事

業、そして青少年委員会では例会での外部卓話という形で「いじめ問題」について講演していただきました。コ

ロナ禍の中こういう事業が出来たのは、大変うれしく思っております。 

オンライン理事会やハイブリッド式例会などは,コロナ禍だからこそ出来た貴重な経験です。８月から始めた

オンライン理事会、最初から何の支障もなくスムーズにできました。他クラブよりもいち早くオンライン理事会

やオンライン例会への迅速な対応は、会員の皆様のご理解とご協力あってのことと思っております。 

会員増強、退会防止では、こういう社会状況の中１名の入会があり会員増強委員長の熱い思いを感じたところ

で、大変、感謝致しております。しかし永年活動をしてきた３名の会員が退会となり、その永年のご活躍に心よ

りお礼を申し上げます。ただ退会されることは非常に残念で、また私の力不足と責任の重さを強く感じておりま

す。 

コロナで始まり今現在もまだコロナ真っ最中

の中での１年間でございました。会長として、

特別な１年間に特別な経験をさせていただき

ました。普通の例会や普通の活動が出来なく

て、普通に出来ることがどんなに素晴らしい

事かも肌で感じた１年でもありました。 

ただもうあと少しです。コロナを乗り越えた先に、また新しい丸岡ロータリークラブの形が生まれるものと信じ

ております。その時に私も会員の一人として、何かしら関わっていたいと思っています。 

会員の皆様、１年間ご支援ご協力、本当にありがとうございました。 



 

  
退会者挨拶                        ６月２８日（月） 

 
北 勇一会員 

私一身上の都合により、大変残念ですが、今月をもって丸岡ロータリークラブを

退会させていただきます。1988 年（昭和 63 年）７月に入会し、依頼 32 年間大変

お世話になりました。 
私は、昭和 63 年 48 歳のとき釣部先輩会員のご推薦を頂き入会しました。そし

て、諸先輩方の温かいご指導を頂き、その後、幹事や会長を経験し、たくさんの方々

との交流が出来ました。また、地区大会では、京都、奈良、滋賀及び福井県の各地

へ訪問し良い思い出となりました。一番の思い出は、交換留学生の受入で、1990
年と 1992 年の 2回、合わせて 2 人の外国女子高生を家でお預かりし（ホームステ

イ）、ちょうど我が家にも同じ年頃の娘 3 人がいましたので、貴重な体験を、親子

ともどもさせていただきました。大変感謝しています。 
 現在は、コロナ禍で、大変な状況ですが、ワクチン注射も秋ごろにはいきわたり、少しずつ良くなっていくこ

とを期待しています。また、街でお会いした時は声をかけてください。 丸岡ロータリークラブの今後の益々の

ご発展をお祈りいたします。 
 

倉本正一郎会員 

 Ｈ19 年 4 月 11 日釣部様、奥村様の推薦を受け、丸岡ロータリークラブに入会

させて頂きました。今日まで 14 年 2ヶ月、思えば長いようで短いロータリークラ

ブにお世話になり、明るく楽しく活動させて頂きありがとうございました。特に私

は、例会出席は余り休みもせず、頑張ってこれたかと思います。 
 戦前生まれの老人の域になり、これからは、若い方達にクラブを盛り上げて頂け

れば幸いかと思います。 
 2 年がかりのコロナ禍に少々参りました。私のモットーは、「健康第一、火の用

心」です。この経験を子供や孫たちに伝えていきます。 
 最後に丸岡ロータリークラブの益々の発展を心よりお祈り申し上げます。 
 
 
林田數一会員 

 この度、退会にあたり皆々様に一言お礼を申し上げます。入会させて頂き、丸々

36 年、私齢 72歳に相成りました。 
 これまでの人生の半分を皆様に支えられ生かされてまいりました。 
ご指導・ご鞭撻の数々、生涯忘れるものではございません。書面にて大変失礼と存

じますが、お許しください。 
 丸岡ロータリークラブは不滅です。 
皆々様のご多幸とご隆盛を心からご祈念致します。 

退会記念品を贈呈しました 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

6/28 ３３ ２７ ６ ０ ０ 77.90% 

 

委員会報告                    ６月２８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 

 6 月 28 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 35,000 円 761,000 円 1,256,000 円 

ロータリー財団 27,000 円 557,000 円 

米山記念奨学会 34,000 円 558,000 円 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １８名 
釣部 林田千之 下田 金  奥村 林田恒正  東角 
倉本 柿木   杉本 竹内 松井 道木 瀬野 川上 
竹澤 八百山  南勝文 
◆米山奨学会◆     寄付者  １９名 
釣部 林田千之 下田 金  奥村 林田恒正  東角 
倉本 水﨑   柿木 杉本 竹内 松井 道木 瀬野 
川上 竹澤   八百山   南勝文 
◆ニコニコ箱◆     寄付者  ２４名 

杉本会長 本日、本年度最後の例会となりました。皆様１

年間本当にありがとうございました。 
三寺幹事 燃え尽きました！！１年間ありがとうござい

ました。 
南 利明 会長、幹事そして、役員の皆様１年間ご苦労様

でした。 
釣部   会長、幹事１年間御苦労様でした。 
林田千之 会長、幹事、理事さんコロナの中ご苦労様でし

た。今日は震災の日です。今時分、谷町、本町

筋が大火災でした。林田數一君、北君、倉本君、

退会との事残念です。 
山岸   会長、幹事、理事役員の皆様１年間ご苦労様で

した。 
小見山  杉本会長、三寺幹事、他の理事の皆様方、大変

な時に１年間御苦労様でした。 
北    長い間お世話になりました。本日をもって、退

会させて頂きます。ありがとうございました。 
下田   会長さん、幹事さん、１年間ご苦労様でした。 
金    杉本会長、三寺幹事はじめ役員の皆様一年間御

苦労様でした。大変な一年でしたね。 
奥村   杉本会長、三寺幹事一年間ご苦労さまでした。 
林田恒正 杉本年度、コロナ問題で大変でした。ご苦労様

でした。 
東角   杉本会長一年間お疲れ様でした。皆様ご苦労様

でした。 
倉本   永い間ありがとうございました。楽しかったで

す。 
水﨑   今日は、福井震災記念日です。私は小学校２年

生でした。家の下敷きになったのを助け出され

ました。 
柿木   杉本会長１年間ありがとうございます。また、

これからもアドバイスお願い致します。 
松井   会長、幹事１年間ご苦労様でした。 
 

道木   会長、幹事ご苦労様でした。川上会員ゴルフ会長ごくろう

様でした。私がちゃんと引き継ぎます！ 
上屋敷  １年間、ニコニコ箱へたくさんのご寄付ありがとうござい

ます。 
川上   今期最後の例会ですね。杉本会長、三寺幹事そして丸岡ロ

ータリーの皆様おつかれ様でした。来期もよろしくお願い

します。 
竹澤   お疲れ様でした。 
西出   皆さん１年間おつかれ様でした。 
八百山  杉本会長コロナ禍の中、本当にご苦労様でした。ありがと

うございました。ごゆっくりお休みください。 
南勝文  皆様一年間、御苦労様です。 

林田千之会員 三省（論語より） 

 曾子曰く、吾（われ）、日に三たび吾が身を省みる。 
人の為に謀りて忠ならざるか、 
朋友と交わりて信ならざるか、 
習わざるを伝うるか。 

「曾子がこうおっしゃいました。 
私は１日に３回我が身を振り返ります。 
１つ目は人のために真剣に物事を考えてあげただろうかということ。 
２つ目は友人と接するときに誠意を持っていられただろうかということ。 
３つ目はまだ自分がきちんと理解できていないことを、受け売りで人に教え

はしなかっただろうかということです。」 


