
 
   

令和３年１２月 ６日（月）第 2059 回例会 

18：30 開会点鐘 

君が代・ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「四つのテスト」 斉唱 

会長挨拶   柿木 満雄 会長 

祝  事  12 月 会員誕生日  結婚記念日 

夫人誕生日 

修了証授与 ＲＬＩパートⅡ 八百山正栄会員 

米山奨学金授与 12 月分 チャン・ザ・ウエイくん 

幹事報告  上屋敷 貴紀 幹事 

委員会報告 

① 例会出席報告 

② ニコニコ箱  本日の寄付報告 

18：45  閉会点鐘 

19：00 忘年会 ＆ 

新入会員歓迎会 

本日の例会  

令和３年１２月１３日（月）第 2060 回例会 

＜19：00 開会点鐘 丸岡城のまちコミセン＞ 

例会セレモニーのみ 

例会後 年次総会 

令和３年１２月２０日（月）第 2061 回例会 

＜19：00 開会点鐘 丸岡城のまちコミセン＞ 

ファッションチェック 

  ～プロに 

着こなしを学ぼう！！～ 

講師： 

前川 小百合様 福井 RC 

      有限会社ビアンモア 婦人服販売 

野路 純平様  福井 RC 

株式会社こまどり  紳士服販売 

令和３年１２月２７日（月）年末の為 休会 

今後の予定  

幹事報告  

≪ガバナー事務所より≫  

①2022.1.29 地区ロータリー財団補助金管理セミナー 

開催の案内（次年度） 

⇒財団補助金を申請する際の必須条件 

②今年度 RYLA（ライラ）案内 

③1/22 第 2回青少年奉仕担当者会議の案内 

令和３年１２月６日発行 

～創造を もっと素直に。もっと楽しむ。～ 

ＭＡＲＵＯＫＡ ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ 

丸岡ロータリークラブ会報 

 

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/ 

 

私服（スーツ

以外）着用に

てご出席お願

いします 

１２月１３日（月）丸岡高校定時制 職業講話 

職業奉仕委員会事業  

11：00～12：00 各クラスにて 

講師をお引き受けいただいた会員の皆様よろしく 

お願い致します。 



 

 

 

  

皆様、こんにちは。 

大リーグエンゼルス・大谷翔平選手が、今シーズン全米野球記者協会会員の全員の支持

を集めて満票で、ア・リーグＭＶＰを受賞しました。評価されたポイントは、野球の成績

は勿論ですが、グラウンド内外での彼の立ち居振る舞い等、人間性も優れてる点もあるよ

うです。大谷選手の活躍を見て我々もそのようにやってかなければと思いました。 

今日は、11月 22 日ということで、「いい夫婦の日」です。これからもますます家族が健

康で仲良く、仕事、ロータリークラブ活動、社会活動に邁進してください。 

それでは本日も例会よろしくお願いします。 

柿木 満雄 会長挨拶                        １１月２２日（月） 

委員会の日 ③                 １１月２２日（月） 

上屋敷幹事より  本日の説明「会報についてのディスカッションについて」 

お手元にある毎週発行している会報について、本日は話し合いをしていただきた

いと思います。担当委員会のメンバーが本日全員欠席されていますので、私が趣旨

説明をさせていただきます。 

皆様の中から、会報について「読む人が少ない」「掲載する内容が多いのではない

か？」等の声が上がっています。今回は、皆様の忌憚のないご意見をうかがい、それ

をもとに担当委員会で検討していきます。 

はい 13

いいえ 0

どちらともいえない 4

ちょうどよい 13

多い 4

少ない 0

①会報を読んでいますか？

②会報の情報量は適正ですか？

Ａ Ｂ Ｃ

司会進行 前川徹 杉本 道木

記録係 上屋敷 竹澤 岩田

南利明 山岸 小見山

金 下田 林田恒正

山下 水﨑 柿木

八百山 竹内

１７名出席

メ
ン
バ
!



   

 

・両開きのＡ３サイズが読みやすくとてもよい。 ・要点だけにまとめるのはとても難しい。

・現状がベストではないか。 ・作成者の負担が大きい。

・今後の予定がとても役に立つ。 ・事務局任せになっている

・アーカイブ・見返す手段としてとても役に立つ ・一字一句細かく記録する必要はないのではないか？

・同程度の情報量は必要。 ・文字の大きさが小さい

・４頁目委員会報告は必須 Ｃ ・会報委員会の委員長のみが会報作りに携わっている

・欠席したときに先週の例会内容を確認できるので、

今の情報量が適正だと思う。

・記録に残る（大事なこと）

・素晴らしい（会報コンクールをやったらよい）

・このままでよい

・たまには他のクラブの会報を

参考にするとよい（交換等）

・スケジュールの把握がしやすい

・カラーで見やすい

・例会に出席できなかった時に会報を見ると

例会内容がわかる

・会報を見ると例会内容の再確認ができる

Ａ

Ｂ

Ｃ

③会報の良い点

Ａ

Ｂ

④会報の悪い点

・ 卓話者が要約を提出する。

⇒できる人は必ずするように。習慣化させる

・ 例会時に歌うソングの歌詞を載せてはどうか

・ 会報委員が記者になって記事を掲載

・ 会員コラム（プライベートや仕事）の枠を作る

・ 手間は増えずに続けていくことが大切である。

・ 理事会報告は詳細を掲載してほしい。

・ 地元の歴史探訪などを載せるとよい。

・ サークル活動の内容（ゴルフ・麻雀・旅行など）

・ 他クラブとの接点がある会員（会長幹事など）の報告

⇒感じたこと、他クラブの状況など

・ 他クラブの事業内容など

・ 会長が前回の会報の感想を聞く

Ｃ

⑤改善点・載せて欲しい企画など

Ａ

Ｂ



 

 

 

 

 

 

 

丸岡ロータリークラブ 
会員数：３２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－東角 操 会報委員会 委員長－川上純幸 副委員長－東角 操 

委 員－竹吉 睦 前川正智 

委員会報告                    １１月２２日（月） 

道木   寒くなってきました。お身体お気をつけてください。 
竹澤   皆様よろしくお願いします。 
岩田   本日もたくさんのご寄付ありがとうございます。 
八百山  今年は、雪が早く降雪も多いように言われています。早めの

冬対策をしましょう。今日も宜しくお願いします。 

◆ロータリー財団◆   寄付者   ９名 
下田 林田恒正 水﨑 柿木 杉本 道木 上屋敷 
竹澤 岩田  
◆米山奨学会◆     寄付者   ９名 
下田 林田恒正 水﨑 柿木 杉本 道木 上屋敷 
竹澤 岩田  

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 11 月 22 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 20,000 円 370,000 円 842,500 円 

ロータリー財団 10,000 円 282,100 円 

米山記念奨学会 10,000 円 262,000 円 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １２名 

柿木会長  皆様、今日は委員会の日です。よろしくお願

いします。 
上屋敷幹事 皆様本日もよろしくお願い致します。 
下田    伊香保温泉と軽井沢へ行ってきました。 
林田恒正  コロナが落ち着き始めました。ロータリー活

動を活発化しましょう。 
山下    コロナの制限が解かれ、今週国土交通省へ行

って、大臣表彰を受けてきます。 
水﨑    本日もよろしくお願い致します。 
杉本    本日、委員会の日です。はりきっていきまし

ょう！ 
前川徹   結婚記念日を自祝して。本日早退させていた

だきます。申し訳ありません。 
 

◆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 

11/22 ３２ １７ １３ ０ ２ 56.67% 

 

戸﨑・多田会員 
入会時 100＄ 
含む 

インターシティミーティング（ＩＭ）第６組    １１月２８日（日） 

参加者：柿木会長・上屋敷幹事 
釣部・林田千之・下田・東角・ 
水﨑・松井・前川徹・竹澤・ 
八百山・前川正智 会員 

＜１２名出席＞ 

基調講演：「福井モデル」のコロナ対策と 
アフターコロナを見据えた今後の県政 

福井県知事 杉本 達治 様 
 

親睦プログラム：～フェニックスよりＹＥＬＬをこめて 
福井工業大学附属福井高等学校 吹奏楽部 

 

参加者の声：とても素晴らしいＩＭでした。 
福井高校の吹奏楽部の演奏が最高でし

た。 
今まで参加したＩＭの中で１番よかっ

たです。 
 
 


