
 
  

令和３年 ６月１４日（月）第 2042 回例会 

19：00 開会点鐘 

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 

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  会員卓話 

水﨑 亮博 会員 

   「丸岡往来について」 

20：00  閉会点鐘 

 

本日の例会  

令和３年 ６月２１日（月）第 2043 回例会 

スポーツ例会 

丸岡体育館 卓球場 

「みんなで卓球をしよう！！」 

次回の例会  

令和３年 ６月２８日（月）第 2044 回例会 

クラブアッセンブリー 

「１年を振り返って」 

＜新年度＞ 

令和３年 ７月 ５日（月）第 2045 回例会 

入会式  バッチ交換  祝事 

米山奨学金授与（７月分） 

活動方針発表① 会長・幹事・各理事役員 

令和３年 ７月１２日（月）第 2046 回例会 

【お昼移動例会 12：30 開会点鐘】 

山中ＲＣ・三国ＲＣ会長幹事表敬訪問 

活動方針発表② 各理事役員・四大奉仕委員長 

クラブアッセンブリー 

「小林和美ガバナー補佐を迎えて」 

令和３年 ７月１９日（月）第 2047 回例会 

会員企業ＰＲ① 

 ・会長により趣旨説明 

 ・ＰＲ者：柿木会長・上屋敷幹事 

今後の予定  

幹事報告  

①新年度 2650 地区前期分担金振込 依頼 

②ロータリーフェローズ 2650総会・講演会開催案内 

 

令和３年６月１４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。 



 

  

今日はお客様の大濃様には、丸岡天守を国宝にする市民の会も活動についてお

話をいただけると言う事です。当クラブでも数名の方が、「丸岡城天守を国宝にす

る市民の会」の会員としておられるのですが、ロータリーの会合で市民の会の活動

についてお話をする機会もなかなかございませんので、今日は楽しみにしており

ます。どうぞ宜しくお願いします。 
さて、４月末から５月末まで１か月半休会を致しました。会員の皆様にはご理解

とご協力いただき、ありがとうございました。 
また、本日の会報に挿んでありますが、国際奉仕事業で大変お世話になっており

ます、ドゥアン・プラティープ財団創設者のプラティープ・ウンソンタム・秦様が

旭日中綬章を受章されました。そのご報告と御礼の文章です。当クラブを代表して 
お祝いのメッセージを送らせていただきました。 
今日は久々の例会と言う事でこの後、祝辞や奨学生のご挨拶などございますので、挨拶は以上といたします。 

杉本 政昭 会長挨拶                          ６月７日（月） 

米山奨学金授与（６月分）                  ６月７日（月） 

曽 則為（チャン・ザ・ウェイ）くん   

皆さん、こんばんは。はじめまして、よろしくお願いいたします。私はチャンザウェイと

申します。マレーシアのペナン島に生まれて、留学生として日本に参りました。米山奨学生

に選ばせていただき、誠にありがとうございます。 

現在は、福井工業大学の 3 年生であり、工学部機械工学科の自動車システムコースに自

動車について勉強しています。自動車システムコースでは車の構造、機構動作の原理、工学

などの内容を中心に行なっています。その上に、実際的に実験したり、車の分解などの実技

授業も受けています。また、私は「学生フォーミュラ」という学生プロジェクトを参加して 

います。学生フォーミュラとは日本自動車技術会が主催する物作り大会で、学生たちはゼロ

から車を設計して、製作して試合を参加するという国際大会です。このプロジェクトを通じ

て授業から得られ無い色々な知識が勉強でき、機械加工についての学問も身に付けました。 

大学を卒業したら、私は日本の自動車メーカーで設計開発のエンジニアになりたいと思い

ます。自分の知識を生かして、社会に貢献したいです。また、米山奨学生として、日本と母

国の架け橋に活躍して行きたいと思います。私は日本に来て 4 年目になりましたが、まだま

だ新人だと思います。日本の文化、習慣などの知識はかなり不足でからまた丸岡ロータリー

クラブの皆さんにお聞きします。今からの２年間どうぞよろしくお願いいたします。 

次年度第１回理事会 報告                  ６月７日（月） 

【審議事項】       

 ①会長方針について 

 ②組織案について 

 ③年間プログラムについて 

 ④７月プログラムについて 

 ⑤2021-22年度クラブ予算について 

  

日  時 内  容 

7/5（月） 
祝事 バッチ交換 

米山奨学金授与（７月分） 

活動方針発表① 会長・幹事・各理事役員 

7/12（月） 

山中ＲＣ・三国ＲＣ 表敬訪問 

活動方針発表② 各理事役員・四大奉仕委員長 

クラブアッセンブリー 

「ガバナー補佐を迎えて」 

7/19（月） 
会員企業ＰＲ例会 ① 

 会長により趣旨説明 

ＰＲ者：柿木・上屋敷 

7/26（月） 

⇒ 

7/30（金） 

ガバナー公式訪問（ホスト：三国ＲＣ） 

三国観光ホテルにて 

 

修了証書授与 ＲＬＩパートⅢ・卒後コース      ６月７日（月） 

松井次年度会長エレクト参加 Webでの開催 

（例年、丸岡ＲＣでは、次年度の会長エレクトが参加） 

パートⅢ  2月 21日(日)・2月 28日(日)  

  卒後コース 5月 16日（日） 



 

  

外部卓話                          ６月７日（月） 

一般社団法人丸岡城天守を国宝にする市民の会 理事長 大濃 孝尚 様 

「市民の会の活動について」 

（一社）丸岡城天守を国宝にする市民の会の設立について 

市民の会は、丸岡城天守国宝化に向けた気運醸成、丸岡

城周辺の整備及び賑わい創出に取り組み、丸岡城天守

価値を高め、誇りを持って後世に伝えいくこと目的し

2017年春に発足しました。（その前身となる「丸岡城天

守を国宝にする市民の会」は 2016 年春に発足しまし

た。）2017年春、一般社団法人「丸岡城天守を国宝にす 

る市民の会」設立後、8月からワーキングループを作り、まるおか城の会が 2016年 7月に坂井市提出した案内書

も参考ながら、翌年 2018年 3月に「丸岡城周辺・賑わいのまちづくりビジョン」が完成。 

2020年度事業計画 （2020年 4月 1日〜2021年 3月 31日） 

＜目的＞丸岡らしさをつくり、丸岡城も まちも 次世代につなぐ（ビジョンまちづくりの理念より） 

＜目標＞1．継続事業として丸岡城国宝化に向けた気運を地域内外で醸成する。2.新規事業として丸岡城周辺賑わ

いのまちづくりビジョン施策を実施する。 

2020年度活動報告 （2020年 4月 1日〜2021年 3月 31日） 

＜4月＞ ・「お天守前公園の賑わい創出社会実験」→大学生の県内へ移動禁止為、中止。・施策３「城小屋マルコ」

オープン（4月 4日から緊急事態宣言を受け休業）・緊急事態宣言を受け「理事会を書面決議」。・バスターミナル

委託事業を受諾する。→次世代の継承為、→次世代の継承為、瀬野理事を中心とする若いグループに運営ゆだね

る。・会員証の発行（随時） 

＜5月＞ ・社員総会も「書面決議」 

＜6月＞ ・「桜再生プロジェクト」→県立大学江川先生よりコロナ禍

により県立大学生の参加が出来ない！と連絡あり、中止とする。 

＜7 月＞ ・幼稚園児による「七夕まつり」→コロナ禍の中、父兄理

解を得られないため中止とする。・講演会講演会「吉田純一先生 明

らかとなった丸岡城の建築年代について」→まち協・観光ボランテ 

ィア市民の会理事に絞り開催。・百口城主 W/S会議開催→お城ファン（百口城主）から見た意見交換。・バスター

ミナル委託事業「第 1弾 星空マルシェ」→京福バスにてコロナ患者発生→中止・「城見の宴」→中止とする。 

＜8 月＞ ・施策 6「城小屋マルコ模擬ツアー開催」7/27～8/1→モニターとして観光ボランティア、市民の会理事

等少人数で行った。・「丸岡バスターミナル交流センターの指定管理」を目指す。→自立した法人運営を目指す。

（事務局体制の確立） 

＜9月＞ ・丸岡バスターミナル委託事業「第 2弾バスタ発マルコ経由お天守行」→バスタ会場 1500 人入場。夕方

よりお天守前公園で夜店と丸岡高校ブラスバンドによる演奏、お天守前広場で「光の切り絵」を行う予定だった

が荒天により中止。しかし、「光の切り絵」が今プロジェクションマッピングに変化した。 

＜10月＞ ・「坂井市文化祭への出展」→今回の目玉は坂田氏所有「一筆啓上書状」 

＜11月＞ ・丸岡バスターミナル委託事業「第 3弾朝市とパンマルシェ」→2400人の入場 

＜12月＞ ・「国会議員への丸岡城国宝化の陳情」→コロナ渦で中止・「お城エキスポ（横浜）への参加」→コロナ

禍で中止・「丸岡高校美術部によるシャッター絵画制作」始まる。・「お天守ぴかぴか運動」 平章校 5年生・丸岡

バスターミナル委託事業「第 4弾バスタ音楽祭」・丸岡バスターミナル委託事業「第 5弾ﾌﾞﾗｯｸﾗｲﾄ回廊」 

＜1月＞ ・「丸岡バスターミナル交流センターの指定管理」認可・丸岡自治区長会総会→書面にて PR 

＜2月＞ ・講演会「國京先生：丸岡城門の遺構」・来期事業の検討・百口城主事業（案）出来る。 

＜3 月＞ ・丸岡城サミット（小・中高ズームによる会議）・丸岡バスターミナル委託事業「第 6弾雪どけパン＆W/S」 

・鎧甲冑の製作→（2020年度 14両製作）・フリーペーパー瓦版の作成→4月に配布予定 

会員数 団体・個人 1189 →1214 +25 

＜質疑応答＞ Ｑ（林田千之会員）：先日の福井新聞にも掲載されていましたが、丸岡城と城郭を国の史跡指定に

してから国宝にするという話がありますが、市民の会として、どう思われますか？  
Ａ：文化庁が国宝化にすることの条件として、史跡にすること、内堀五角形の中を復元すること、学術調査を行う

こと、町づくりビジョンを策定することと、示しました。特に、内堀五角形の復元は、現在居住されていますので、

慎重を要するものです。長期的な計画になります。国宝化が実現するのはかなり先のことになろうかと思います。 

＜会長御礼＞大変分かりやすい活動報告をいただきましてありがとうございました。会員数も毎年少しずつ増えて

おり、地道な活動が多いと感じましたが、その積み重ねが大変大事だとわかりました。今大変な時期ですが、これ

を乗り越えて更なるご活躍をお祈りいたしております。本日はありがとうございました。 



 

  

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 

6/7 ３３ ２８ ３ ２ １ 84.38% 

 

委員会報告                     ６月７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 7日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 39,000 円 702,000 円 1,197,000 円 

ロータリー財団 28,000 円 515,000 円 

米山記念奨学会 29,000 円 510,000 円 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者  ２０名 
南利明 釣部 林田千之 下田 金  奥村 林田恒正 
山下  倉本 水﨑 柿木 杉本 松井 道木 瀬野 
川上  竹澤 八百山   竹吉 南勝文 
◆米山奨学会◆     寄付者  ２０名 
南利明 釣部 林田千之 下田 金  奥村 林田恒正 
山下  倉本 水﨑 柿木 杉本 松井 道木 瀬野 
川上  竹澤 八百山   竹吉 南勝文 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  ２６名 

杉本会長 もうあと１か月となりました。がんばります。

本日、大濃様卓話よろしくお願い致します。 
三寺幹事 大濃様 卓話よろしくお願いいたします。 
南利明  結婚記念日を祝して。 
釣部   誕生日を自祝して。やっと８２歳になりました。

大濃さん卓話ご苦労様です。 
林田千之 大濃さんご苦労様です。例会は全員が出席する

ことです。 
小見山  共に元気で記念日を迎えることが出来、感謝で

す。 
北    皆様お久しぶりです。コロナに打ち勝ちましょ

う。 
下田   妻の誕生日を自祝して。 
金    この調子でワクチン接種が進めば、あと半年程

の我慢でしょうか。 
奥村   お久しぶりです。 
林田恒正 誕生日を自祝して。大濃さん講演ありがとうご

ざいます。 
山下   大濃さん、ようやく卓話を拝聴することができ

て喜んでいます。今日はありがとうございます。 
倉本   米山奨学生チャン・ザ・ウエイくん頑張って下

さい。 

水﨑  我が家の瀬戸では、今年もホタルが飛んでいます。コロナ騒

ぎがあっても自然の摂理は変わりませんね。 
柿木  チャン・ザ・ウエイさん、２年間よろしくお願いします。 
松井  大濃様 卓話ありがとうございます。 
前川徹 皆さんお久しぶりです。大濃様 卓話よろしくお願いします。 
道木  大濃氏 卓話ご苦労様です。 
上屋敷 本日も、ニコニコ箱へたくさんのご寄付ありがとうございま

す。 
瀬野  自分も部会長として名を連ねている市民の会の活動報告で

す。よろしくお願いします。 
川上  大濃様 卓話よろしくお願いします。 
竹澤  大濃理事長 卓話よろしくお願いします。 
西出  大濃様 卓話よろしくお願い致します。 
八百山 これから勉強していきます。宜しくお願いします。 
竹吉  米山奨学生のチャン君をどうぞよろしくお願い致します。 
南勝文 本日も皆様御苦労様です。 

５・６月度祝事 

会 員 誕 生 日 

5/15 林田數一会員 72 
5/21 海道会員   51 
5/22 林田恒正会員 82 
5/30 八百山会員  73 
6/1  釣部 会員    82 
 
 

結 婚 記 念 日 

5/1  南会員     5/23 小見山会員 
5/20  松井会員    5/25 柿木会員 
6/1  竹内 会員   6/12 三寺 会員 
 

会 員 夫 人 誕 生 日 

5/21 前川正智 会員夫人 有紀様 
5/25  西出 会員夫人     ゆみ様 
6/5   竹内 会員夫人      佳名子様 
6/15  下田 会員夫人      光子様 
6/18  前川徹 会員夫人    久仁英様 


