
 
   

令和３年 ７月１９日（月）第 2047 回例会 

19：00 開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「我らの生業」 斉唱 

会長挨拶   柿木 満雄 会長 

入 会 式  戸
と

﨑
ざき

 直
なお

弥
や

 会員（2020-21 年度入会） 

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 

19：30  会員企業ＰＲ例会 ① 

柿木会長より趣旨説明 

ＰＲ者：柿木 満雄 会長 

（クリーンリース㈱代表取締役） 

    上屋敷 貴紀 幹事 

（㈱コネクトコネクト代表取締役） 

20：00  閉会点鐘 

本日の例会  

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 

 13：30～14：30 役員・理事懇談会 

14：40～15：40 公式訪問例会 

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 

例会後 20：00～ 第３回理事会 開催 

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＞ 会場：小松屋  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第１回青少年奉仕担当者会議の案内 

 8/28 ＺＯＯＭ会議 

≪他クラブより連絡≫ 

①ＩＭ案内チラシ 

 ホスト 福井南ＲＣより 

 

令和３年７月１９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/ 

 

 

欠席連絡は、２０日㈮１５時 

までに、事務局へ 



 

 

 

  

皆様、こんにちは。早速ですが、本日のお客様をご紹介いたします。 
第 2650 地区第 2 グループカバナー補佐小林和美様です。 小
林様をお迎えしまして、クラブアッセンブリーを行いたいと思

いますので、よろしくお願い致します。続いて友好クラブのご

紹介をさせていただきます。山中ロータリークラブ会長中林宏

幸様、幹事中川公一様、三国ロータリークラブ会長豊田真寿美

様、幹事半澤政丈様です。先日、7月 9日に三国ロータリーク
ラブ様を訪問させていただきました折の心温まるお出迎えに 
は大変感謝いたしております。立派なウェルカムボードを作っていただき、非常に驚きまし

た。ありがとうございます。丸岡ロータリークラブでも、作成してみたのですが、いかがで 
しょうか？米山やロータリー財団の基金を集めた成果が、年間の各個人の達成度の紹介などで表され、大変勉強に

なりました。丸岡の場合は会長の挨拶という進め方ですが、三国ロータリークラブ様は、会長の時間という風にク

ラブ運営に工夫がされており、見習う点が多々ありました。また、お食事には三国のおいしいお魚をご用意いただ

き、本当にありがとうございました。 7月 20日には、山中ロータリークラブ様を訪問させていただきます。大変
楽しみにしておりますので、その節はどうぞよろしくお願いします。 
コロナワクチンの接種が進み、本年度は、三国ロータリークラブ様、山中ロータリークラブ様と楽しい行事がで

きることを期待しております。力を合わせて、頑張りましよう！ 

柿木 満雄 会長挨拶                         ７月１２日（月） 

山中ロータリークラブﾞ 会長  中林 宏幸様   幹事 中川 公一様 

今年一年間よろしくお願いいたします。久しぶりに丸岡へ参りました。 
日下年度には合同例会を開催できましたが、昨年は例会そのものを開催でき

た日数が数えるほどでした。今年度は、やっと活動ができるようになってきた

のかなと思っております。ワクチン接種が少しずつ進んでるとはいえ、なかな

か難しいものがあります。山中クラブは観光地ですのでクラブの会員及び地

域は、かなり傷んでおります。実は私は、2年連続 2 回目の会長です。今年度 
の会長予定者が、観光産業に携わっておりまして、退会はなんどか思いとどまってもらったところです。昨年は、

Web会議も多く奉仕活動も、ほどんどできていませんでしたので、2 回目ですが、1 回目のようなものです。今年

は少しでも会長らしいことができたと考えております。今年のクラブ目標は「だからこそロータリー」です。ロー

タリーの歴史を紐解けば、困難との戦いであったと思います。ロータリークラブは百数十年という長い歴史の中で

たくさんの知恵と工夫を持ってここまで続いてきました。その知恵を持った 120 万人の力でこの困難を乗り切り、

そしてまた我々山中クラブもかなり疲弊はしていますが、必ずコロナ禍を乗り切れると信じてやっていきます。是

非とも宜しくお願い致します。 
三国ロータリークラブﾞ 会長 豊田 真寿美様  幹事 半澤 政丈様 

1 年間よろしくお願いいたします。丸岡ロータリークラブの皆様方には日

頃より近郊友好クラブとして三国クラブに対しましてご厚情を賜り心から

会員一同感謝申し上げます。先日 9日は、柿木会長上屋敷幹事には、ご多

忙の中、表敬訪問していただきありがとうございました。前年度は、当ク

ラブはじめ福井県下クラブにおいて委員会での事業、周年事業などは規模 

の縮小や中止となっている現状でございました。例年開催される丸岡クラブさんとの合同例会も 2年にわたり中止

になっております。私はクラブのテーマを「つたえようロータリアンの想い、つなげようロータリーの輪」としま

した。三国クラブは本年女性 4 名を含む 27 名でのスタートです。新型コロナウイルスによる混乱と変革な時期こ

そ私達ロータリーのあらゆる活動、特に奉仕活動においてどこかで誰かのためにお役に立ち勇気を与えられる存在

になればと考えております。さらに明るく元気に会員が相互に助け合う前向きな姿勢、人と人の絆を大切にした心

配り思いやる心が重要だと感じております。また奉仕活動によってロータリーの魅力とロータリアンとしての思い

を地域につなげ地域づくりに貢献して参りたいと考えております。具体的には今週の 16 日に財団補助金事業を行

います。また三国高校就職模擬面接、ロータリー奉仕デーの実施を計画しております。ロータリー奉仕デーにおき

ましては、柿木会長上屋敷幹事の方から一緒にやりませんかとお声かけをして頂きありがたくお受けさせて頂きま

した。丸岡さんとの合同例会が楽しみです。本年は丸岡さんがホストということで、柿木会長上屋敷幹事お世話に

なりますがどうぞよろしくお願いいたします。最後に柿木会長、上屋敷幹事はじめ丸岡ロータリークラブの皆様の

益々のご発展とご健康をご祈念申し上げ、表敬訪問のご挨拶にかえさせていただきます。 

表敬訪問 ご挨拶                          ７月１２日（月） 



  新年度方針発表 ②                ７月１２日（月） 

小林和美ガバナー補佐 ご挨拶 

国際ロータリー会長シェカール・メータ会長「奉仕しようみんなの人生を豊かにするため

に」地区番場ガバナーは、「活力と輝き」そして、丸岡ロータリークラブ柿木会長は、

「Action！」というそれぞれスローガンを発表されました。 
と、地区の方針等をお話しようと思っておりましたが、ここへ寄せて頂いて懐かしく嬉し

く感じ、皆様にご心配いただきましたので、ご報告させていただきます。実は 2019 年 12
月 25日に交通事故に遭いました。横からぶつけられて、くも膜下出血をきたしました。直

後に意識を失って運ばれて手術されて目覚めたのは 10時間の手術が終わった後でした。正

面衝突ではなかったために、事故の恐怖は、覚えていません。事故直後１分くらいの間に意 
識を失ったようです。幸い、済生会病院が近くにあり救急車がすぐ来て運んでもらい、ウィークデーの 10時少し
前でしたので、病院は普通に営業していて、手術もすぐにできました。動脈瘤の破裂でくも膜下出血になったわけ

ですけども、動脈瘤を私自身が持っている事は、何も自覚症状がなく、破裂して初めて知りました。幸いクリッピ

ングでき、現在に至ってます。一か月ぐらいで退院できました。コロナの前でしたので、いろんなことがスムーズ

にできました。これがコロナで大変な時だったらきっと色んな所で時間を取り、処置が遅れ、後遺症が残ったかも

しれないです。そういうところもラッキーでした。皆さんも運は大事にしてください。 
新型コロナウイルスの感染で皆が大変だと思います。工夫しながら頑張っておられると思います。自分たちの頑

張りをぜひ自信を持って、力に変えていっていただきたいなと思います。クラブ協議会よろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小林ガバナー補佐 講評 

前年度は、活動らしきことをやろうと思ってもできず、ウジウジされていたと思います。その中を次の計画を立

てていらっしゃることは、とても素晴らしいと思いました。 
クラブの運営に関して、以前はお昼の例会だったのを、私の属している福井水仙ロータリークラブは夜の例会で

すのでそれをご覧になり、夜でも可能だと変更されたと聞いています。やはり、昼集まるのも楽しいのではないか

ということで、昼と夜と両方で開催しようということだと思います。同じことは、水仙ロータリークラブでもあり、

月一回はワイワイやっていたものが昨年度は全然できず、昨年度の会長は最後ぐらい絶対みんなで宴会やるんだと

言っていたのですが、感染者数が増加しており、断念しオンラインで最後の例会を開催しました。 
皆さん状況が色々変わる中で大変だとは思います。しかし、対応する仕方を学んできていると思います。もうし

ばらく大変な状況は続くと思いますけれども、ワクチン打ったから明日から大丈夫っていうわけでは決してありま

せん。ワクチンを打つのは、打ちたいと思った人が打つのであり、打ちたくないと思った人は打たなくていいんで

す。ただ、そういう人も居るのだ、打てない人も居るので、打ちたいけれど打てない人も居るのだ、ということだ

けは考えて頂きたいです。当分の間マスクはしていただきたいと思います。マスクは、一番簡単なことで、力の大

きなことだと思います。私、とりあえず医者の端くれなのでそれをお願いし、また、皆さん活動今年こそは順調に

大きく進むように願って、今日のクラブ協議会の最後のご挨拶とさせていただきます。 
私は休んでいたからこそ、久しぶりにこちらにお伺いした時に本当に嬉しく思いました。知り合いと会える、

そういう喜びは大きなものだと思いますから、活動を皆様頑張ってください。どうもありがとうございます。 

八百山クラブ管理運営理事 

 

前川職業奉仕委員長 

竹吉社会奉仕委員長 

西出国際奉仕委員長が

欠席の為、両委員会事

業内容について説明 

（タイ高校生と丸岡・

坂井高校生オンライン

交流） 

竹内青少年奉仕 

委員長 

詳しくは、公式訪問時配布予定の「クラブ活動計画・報告書」をご覧ください。 



 

  

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 12 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 46,000 円 82,000 円 454,500 円 

ロータリー財団 18,000 円 64,000 円 

米山記念奨学会 18,000 円 70,000 円 

 

委員会報告                    ７月１２日（月） 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  ２３名 

＜お客様＞ 
小林和美ガバナー補佐 
山中ＲＣ 

中林会長  丸岡クラブの皆様お久ぶりです。本日は

宜しくお願いします。 
中川幹事 丸岡ロータリークラブの皆様 こんにち

は。本日は宜しくお願い致します。 
三国ＲＣ 

豊田会長 丸岡ＲＣの皆様、本日は表敬訪問によせ

て頂きました。今年度一年間どうぞ宜し

くお願い致します。 
半澤幹事 丸岡ＲＣの皆様 本日は表敬訪問に寄せ

ていただきました。本年度一年間よろし

くお願い致します。 
 
柿木会長  第 2650 地区ガバナー補佐小林和美様今日は

クラブアッセンブリー宜しくお願い致しま

す。友好クラブ山中ＲＣ会長中林宏幸様幹事

中川公一様三国ＲＣ会長豊田真寿美様幹事

半澤政丈様ようこそ丸岡へ！ 
上屋敷幹事 第 2650 地区ガバナー補佐小林和美様山中Ｒ

Ｃ会長中林宏幸様幹事中川公一様三国ＲＣ

会長豊田真寿美様幹事半澤政丈様ようこそ

丸岡ロータリークラブへ。本日はどうぞよろ

しくお願いいたします。 

第 2650 地区ガバナー補佐 小林 和美 様 
山中ＲＣ会長 中林 宏幸様   幹事 中川公一様 
三国ＲＣ会長 豊田 真寿美様 幹事 半澤 政丈様 
ようこそ丸岡ロータリークラブへ。今年もよろしくお願いします。 

林田千之 南利明 下田 奥村 林田恒正 東角 水﨑 竹内 
岩田 八百山 前川正智 海道 南勝文 

 
山下 国土交通大臣表彰の受章と昨日のゴルフコンペ優勝を自祝し

て。 
川上 昨日行われたゴルフ同好会に出席された皆様お疲れ様でした。 
   優勝山下会員・準優勝道木会員・３位三寺会員 おめでとうご

ざいました。 
竹澤 蒸し暑いですね。 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １５名 
林田千之 下田 林田恒正 東角 水﨑  柿木 竹内 
上屋敷 瀬野 川上 竹澤 岩田 八百山 海道 南勝文 
◆米山奨学会◆     寄付者  １５名 
林田千之 下田 林田恒正 東角 水﨑  柿木 竹内 
上屋敷 瀬野 川上 竹澤 岩田 八百山 海道 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 

7/12 ３０ ２１ ６ １ ２ 75.00% 

【米山奨学会功労者】 

       18 回 下田 重道 会員 

        4 回  竹内 伸一 会員 

米山奨学会 表彰                 ７月１２日（月） 


