
 
   

令和３年 ７月１２日（月）第 2046 回例会 

12：30 開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「奉仕の理想」 斉唱 

来賓紹介 

会長挨拶   柿木 満雄 会長 

伝達表彰  米山功労者 第 18 回 下田 重道 会員 

                 第 4 回 竹内 伸一 会員 

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 ﾛｰﾀﾘｰ財団 本日の寄付報告 

13：00  クラブアッセンブリー 

新年度活動方針・計画発表② 

①八百山クラブ管理運営理事   ３分間 

②前川正智職業奉仕委員長    ３分間 

③竹吉  社会奉仕委員長    ３分間 

④西出  国際奉仕委員長    ３分間 

⑤竹内  青少年奉仕委員長   ３分間 

クラブアッセンブリー 

「小林和美ガバナー補佐をお迎えして」 

13：30 閉会点鐘 

 

本日の例会  

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 

令和３年 ７月２６日（月） ⇒ 
令和３年 ７月３０日（金）第 2048 回例会 

ガバナー公式訪問 三国観光ホテルにて 

令和３年 ８月 ２日（月）第 2049 回例会 

祝事 米山奨学金授与（８月分） 

会員企業ＰＲ②（あいうえお順） 

 ・ＰＲ者：岩田会員 海道会員 川上会員 

令和３年 ８月 ９日（月）祝日のため休会 

令和３年 ８月１６日（月）お盆のため休会 

令和３年 ８月２３日（月）第 2050 回例会 

お昼例会  小松屋にて 食事出ます 

委員会の日 

令和３年 ８月３１日（月）会場使用不可休会 

今後の予定  

幹事報告  

≪ガバナー事務所より連絡≫ 

①青少年交換学生の募集について 中止のお知らせ 

②静岡県熱海市 豪雨災害 復興支援 実施について 

令和３年７月１２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/ 

 

 

＜クラブ協議会＞ 

第 2650 地区 第 2グループガバナー補佐 

 小林 和美 様(福井水仙 RC) 

＜表敬訪問＞ 

山中ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 会長  中林
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 宏幸
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  様 

           幹事 中川
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三国ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 会長 豊田
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          幹事 半澤
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バッチ交換 新旧会長・幹事             ７月５日（月） 

前年度杉本会長三寺幹事お疲れ様でした。 
新年度柿木会長上屋敷幹事よろしくお願いします。 

本年度、丸岡ロータリークラブの会長をさせて頂きます柿木と申します。1 年

間未熟者ですがよろしくお願いします。 
今日初めて鐘を叩いたのですが、思い切り叩いたつもりですが、意外と大きく叩

けないようです。自信がないのかもしれません。今年度初めての例会で段取りが

うまくいきませんでしたが、回を重ねる毎にうまくいくと思いますので、御協力

よろしくお願いいたします。 
丸岡ロータリークラブは、昭和 53 年（1978 年）3 月 21 日にスポンサークラ

ブが福井ロータリークラブ、チャーターメンバー29 名の方でスタートしました。

私は、45 代目の会長です。先輩方が築いてきたことは守りながら、新しい事は 
取り入れ改革し、クラブ員全員の調和がとれるようなクラブの運営をしていきたいと思います。どしどし意見を

出してください。どうか一年間よろしくお願いします。 

柿木 満雄 会長挨拶                          ７月５日（月） 

７月度祝事 

会 員 誕 生 日 

7/4  奥村会員 78 
7/31 金 会員 68 
 

会 員 夫 人 誕 生 日 

7/18   小見山会員夫人 民恵様 
7/25  瀬野会員夫人  早苗様 

 

今年度の記念品は、会員誕生日、ご夫人誕生日

共に、西洋菓子俱楽部の商品券です。 
商品券には、有効期限がありますのでご注意く

ださい。 
美味しいお菓子でお祝いしてください!(^^)! 

【審議事項】       

 ①８月プログラムに

ついて 

 

第２回理事会報告                           ７月５日（月） 

日  時 内  容 

8/2（月） 
祝事 バッチ交換 米山奨学金授与（８月分） 

企業ＰＲ例会② 岩田・海道・川上 

8/9（月） 

8/16（月） 

山の日振替休日の為 休会 

お盆期間中の為 休会 

 

8/23（月） 
＜お昼例会・小松屋にて＞ 

 委員会の日 

8/30（月） 
城のまちコミュニティセンター 

使用不可の為 休会 

 



 

  
新年度方針発表 ①                 ７月５日（月） 

この度、会長を務めさせていただくことになりました柿木と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。 
私は会長を務めるにあたり、先輩方が積み上げ成長させてきたロータリークラブの基本

を大切にしながら、更なる Action に挑戦したいと思っています。 
「もっとあの時やりたい事をやってみれば良かった」 「もつと素直に話し合えば良かった」 

などそういった後悔はしたくありません。新しい事を挑戦する事は不安や恐怖があります。

出来なかったらどうしよう、失敗したらどうしよう。でも私は失敗しても良いと思います。

失敗を素直に受け入れ 勉強させていただきながら Action を継続していく事を止めなけれ

ば、必ずドキドキ(不安や恐怖)からワクワク(楽しい)に変わるはずです。より一層、創造し 
素直に楽しむ事が出来るクラブに更なる成長が出来るよう私自身 Action します。会員の皆様、ご家族の皆様、ど

うぞご理解とご協力をお願い致します。みんなで楽しみましょう！ 
【活動方針】・会員間でのビジネスマッチングの推進（会員の企業・商品自己ＰＲ例会、1 会員１０分間程度約１

０回の例会開催、紹介は会員企業内であれば社員でも可であるが、取引業者は不可）・昼移動例会の開催（月 2 回）  
第２・４例会 は、１２：３０～１３：３０開催予定、親睦時間の確保 第１例会：祝事・米山奨学生を迎えて

奨学金授与 ドレスコードの緩和 職場上の服装での参加を認める（ロータリージャンパー着用のこと） 
・SDGｓの推進 丸岡城周辺の清掃活動（丸岡城修復作業終了後） ＳＤＧｓ１１－４ 清掃活動には坂井高校、

丸岡高校生にも参加していただく（職業奉仕・青少年奉仕） 
・会員増強 ２名（男性１名女性１名） 
・タイ国カンチャナブリ県内高校と福井県内高校のオンライン交流支援 タイ国高校オンライン設備寄贈（杉本

年度完了）（国際奉仕）丸岡高校、坂井高校オンライン設備寄贈（本年度完了予定）（社会奉仕）４校同時オンラ

イン交流（国際奉仕・社会奉仕） 
・丸岡・坂井高校に対してオンライン職業講義（職業奉仕・社会奉仕）  ・１００％例会の達成 ２回 

今年一年幹事をさせていただきます上屋敷です。本当にわからないことがたくさんあ

り、教えていただくことばかりですが、一年頑張っていきたいと思いますのでよろしくお

願いいたします。 
組織について補足説明したいと思います。委員会で「自分がどこの委員会に所属してい

るかよくわからない」「委員会への帰属意識が感じられない」といった意見をふまえ、今年

度は、別紙の組織イメージで構成をしました。４つの委員会の委員会メンバーが同時に集 
まれるようになっています。このように複数の委員会を同じメンバーで構成することで、集まる回数を減らした

り、話し合う時間の効率を上げたりすることができるではないかなと思っています。ご意見等ございましたらま

た私の方までいただければと思います。 

1 年間会計を務めさせていただきます山下です。どうかよろしくお願いします。収入は

会員が 2 名減ですのでそのぶん減ります。運営費の固定費は変わりませんので、予備費が

3 万円しか取ってない会計を組むこととなりました。切迫してる状況です。これを解決す

るためには先ほど会長がおっしゃったように、会員増強に限ります。やはりこういう形態

でやっていくためには、33 名から 35 名それ以上の会員がいれば、もっと楽になるんじゃ

ないかなと思います。今年は、移動例会で食事を出すっていうことで、昼食費につきまし

ては会費とは別に集金します。1 回 500円月 2 回で 1000円、半期分として 6000円会費

と同時に集金します。奉仕プロジェクトは、会費で年間 3万円集金します。また、例会時 
寄付で、87万円集めさせていただきます。会員数も減り、ニコニコ箱委員会にはご苦労かけると思いますけど、

奉仕プロジェクトの事業を進めるためにもニコニコ箱への寄付ご協力をお願い致したいと思います。 

公共イメージ担当の理事、東角でございます。公共イメージ担当は、雑誌広報 IT 委員会、

会報委員会です。雑誌広報ＩＴ委員会では、事業は少ないですが、積極的に対外的に情報

を発信していきたいと考えています。マスコミリリースは当然ですが、 SNS をふんだん

に利用して発信します。国際奉仕、社会奉仕で連携して行う丸岡高校坂井高校とタイの高

校とのオンライン交流をサポートしていきます。 
会報委員会では、例年同様ですが、写真イラストをたくさん増やします。毎回会報委員

でしっかりと例会のコメントを入れるようにしていきたいと考えています。非常に地味な

委員会ですが、真面目に積極的に発信をしていきます。よろしくご指導賜りますようにお

願い申し上げます。 
 



 

 

丸岡ロータリークラブ 

会員数：３１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 

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 7 月 5日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 36,000 円 36,000 円 36,000 円 

ロータリー財団 46,000 円 46,000 円 

米山記念奨学会 52,000 円 52,000 円 

 

委員会報告                     ７月５日（月） 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  ２４名 

柿木会長  未熟者ですが一年間よろしくお願いします。 
上屋敷幹事 一年間よろしくお願い致します。 
 
柿木会長・上屋敷幹事・役員の皆様 １年間御苦労さまです。新年度、宜しくお願い致します。 

南利明 林田千之 小見山 下田 金  奥村 林田恒正 山下 東角 水﨑 杉本 竹内 三寺 松井 道木 川上 竹澤 
岩田  八百山  前川正智   竹吉 南勝文 

◆ロータリー財団◆   寄付者  ２１名 
南利明 林田千之 下田 奥村 林田恒正  山下 東角 
水﨑 柿木 杉本 竹内 三寺 松井 道木 瀬野 川上 
竹澤 岩田 八百山   竹吉 南勝文 
◆米山奨学会◆     寄付者  ２０名 
南利明 林田千之 下田 奥村 林田恒正  山下 
水﨑 柿木 杉本 竹内 三寺 松井 道木 瀬野 川上 
竹澤 岩田 八百山   竹吉 南勝文 

◆出席報告◆  出席委員会 （新会員未入会処理） 

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 

7/5 ３０ ２７ 1 ０ ２ 96.43% 

 

曽 則為（チャン・ザ・ウェイ）くん 

皆さんこんばんは。 
私は先週の金曜日に福井工業大学で、新型コロナウイルスのワク

チン接種を受けました。 
今後も健康に留意して過ごしていこうと思います。今月も奨学金

をいただきましてありがとうございました。 

米山奨学金授与（７月分）              ７月５日（月） 

会員増強退会防止理事の道木です。どのような会であっても会員増強と言うのは課題のひ

とつだと思います。先ほど山下会計より、運営していくには 33 名から 35 名の会員は必要だ

ということでしたが、柿木会長方針の 2 名増強というのは最低ラインだと思っております。数

年前には、40 名を目指した時期もあり近づけるように頑張ります。会員皆様の情報と一致団

結がないとなかなか増えていかないと思います。皆さんの力をお借りできるよう一生懸命動

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

ロータリー基金理事を務めます竹澤です。今回２度目の理事です。よろしくお願いします。

先日、地区ロータリー基金の担当者が訪問され、丸岡ＲＣの寄付金が少ないと指摘されまし

た。コロナ禍で、例会開催が例年より少なかったことが影響しています。本年度は、米山奨学

生のチャン君も預かっていますし、ロータリー財団への寄付と合わせて、米山奨学会への寄付

も少しでも多く皆様からいただければと思います。 

ＳＡＡの金です。林田恒正副ＳＡＡと協力して務めさせていただきます。和

やかな中にも緊張感があってかつリズミカルな例会進行に努めたいと思いま

す。よろしくご協力お願い申し上げます。 

奉仕プロジェクト部門の理事をさせて頂きます松井でございます。よろし

くお願いいたします。丸岡高校・坂井高校と、タイの高校とで寄付しましたオ

ンライン設備を使って、交流をしていくことを元に事業を進めます。四大奉仕

委員会それぞれの計画については、来週各委員長から発表いただきます。 

 


