
 
   

令和３年 ７月３０日（月）第 2048 回例会 

ガバナー公式訪問 ＜三国ＲＣとの共同開催＞ 

               三国観光ホテル 

 

 

 

 

 

13：30～14：30 丸岡 RC 会長・幹事・役員懇談会 

14：40 開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ  斉唱 

会長挨拶   三国ＲＣ 豊田 真寿美 会長 

丸岡ＲＣ 柿木 満雄   会長 

幹事報告  三国ＲＣ 半澤 政丈   幹事 

丸岡ＲＣ 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 

15：10  ガバナーアドレス 

   番場
ばんば

 益
ます

弘
ひろ

ガバナー 

15：40 閉会点鐘 

15：50 写真撮影 

16：00～17：00 三国 RC 会長・幹事・役員懇談会 

本日の例会  

令和３年 ８月 ２日（月）休会 

コロナウイルス感染拡大防止の為 

令和３年 ８月 ９日（月）休会 

山の日振替休日の為 

令和３年 ８月１６日（月）休会 

お盆のため休会の為 

令和３年 ８月２３日（月）第 2050 回例会 

＜12：30 開会点鐘 小松屋  食事出ます＞ 

委員会の日 

 

令和３年 ８月３０日（月）休会 

会場使用不可の為 

今後の予定  

幹事報告  

≪ガバナー事務所より≫ 

①京都洛西ＲＣより ＩＭ第３組報告書 

②2680 地区より会員増強資料 

 「会員維持増強物語～ロータリアンでよかった～」 

 「会員増強物語～ベスト６０人の心～」 

③地区社会奉仕委員会より 事業報告集 

④地区職業奉仕委員会より 講演会記録＆報告書 

 

令和３年７月３０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 

ガバナー  ：馬場 益弘  様 

ガバナー補佐：小林 和美 様 

副幹事長  ：谷内 弘照 様 

 



 

 

 

  

皆さんこんにちは。 
いよいよ今週末オリンピックの開会式があります。無観客での開催となり残念で

す。 
僕は、野球が大好きなのですが、高校野球甲子園大会の福井県予選の決勝は、金

津高校と敦賀気比となったようです。同じ坂井地区として、金津高校に甲子園行っ

ていただきたいと個人的ですが、応援してます。 
私は、バルセロナオリンピックが開催された場所を訪れたことがあります。Ｑち

ゃんことマラソンの高橋選手が金メダルをとった場所のスタジアムを見学しまし

た。高低差のある場所で、私は、100 M 走ったら多分もう倒れてしまうかなと感じ 
られるところで、あの激戦を繰り広げられたという話を聞きました。 
ちなみにそのスタジアム磯崎新という日本の建築家の設計です。本日の福井

新聞に、東京五輪に出場するプロ野球の吉田正尚選手やバレーボールの清水

邦広選手ら、福井県福井市ゆかり６選手の大型全身写真をラッピングした福

井鉄道の車両が走るという記事がでてました。福井の方も出場されますの

で、みなさんで応援しましょう。 
今日の例会は、まだまだ外部講師をお招きできる状況にならないので「企

業 PR」を新しい試みとしてやっていきたいと思います。本日もよろしくお
願いします。 

柿木 満雄 会長挨拶                         ７月１９日（月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

戸﨑直哉と申します。解体業を営んでおります。 
今年の１１月で、創業丸 5年になります。 
本来は、７月から例会に出席する予定でしたが、仕事がバタバタしてま

して今日になってしまい、また、今日も金沢の方で、解体工事が入って 
いまして、遅刻し申し訳ありません。また分からないことばかりです。 
今後とも色々とご教授いただけますよう宜しくお願いします。 
 

新会員入会式                            ７月1９日（月） 

戸﨑 直弥（とざき なおや）会員 
1983（S58）年 11月 27日生 
株式会社Ｍ・Ｐ・Ｒ（丸岡町城北３丁目）

代表取締役 
現住所：丸岡町城北３丁目 
推薦者：竹澤会員 道木会員 
 

2020-21 年度入会 の為 

杉本直前会長より 

入会承諾書および 

ロータリーバッチ授与 

 



  企業ＰＲ例会 ①                ７月１９日（月） 

柿木会長より趣旨説明 

本年度「企業 PR」を新しく例会に取り入れます。本日は、私と上屋敷幹事が行います。次

回から月に 1 回、あいうえお順で 3 名ずつ、10分間で会員もしくは社員の方で自社のＰＲを

お願いします。 

私が入会当時は、会員は 1 業種一人を原則とするとなっていました。現在は１クラブに５

名または、５１名以上のクラブにあっては 10％まで同一業種の会員の入会が認められていま

す。入会すると異業種交流の場も生まれるとお聞きしました。少しでも会員企業間での取り

引きが増えていくことを期待して企業紹介の場としたいと思います。 

 

株式会社クリーンリース （柿木会長 代表取締役） 営業・田端様 

（福井大学の２年生時からアルバイトでクリーンリースに勤務、卒業後そのまま入社） 

クリーンリースは、平成 10年 3月 2日に設立。現在第 24 期を迎えています。2019年

に本社を８号線沿いに新築移転しました。従業員数３４名、営業所は、滋賀、金沢にあ

ります。３つの事業内容がありますので説明させていただきます。 

① 玄関マットレンタル事業 店舗や企業の「顔」である玄 

関で、常に清潔なもの綺麗なものを使用していただくために、２週間ごとに交換できる

レンタルの商品です。清潔に保つために必要な清掃道具もレンタルしています。また、

トイレタリー商品にも力を入れており、マットはもちろんのこと便座の除菌用商品な

ど多彩なものを扱っています。 

②宅配ウォーターボトル事業 近年さまざまな企業が参入している事業です。１２リ 

ットルのガロンボトルが機械の上に刺さっており、冷水と温

水（９０度以上）2種類が出てくる仕様です。 逆浸透膜（RO 

膜）を通しミネラルを加えたクリクラというミネラルウォー

ターにしています。機械も 1年に 1 回メンテナンスで回収交

換し、安心してご使用いただけます。福井のお水はおいしい

と言われていますが、我が家で、このクリクラを導入してか

ら、家族は、水道水は飲まなくなりました。福井県の高野連

にもクリクラを導入いただき、試合中の高校球児にも利用し 

てもらっています。熱中症対策でこのクリクラボトルウォーターを設置していただけ

る企業様が増えています。また、自然災害時に断水した際にもボトルウォーターが飲み

水として重宝されます。 

③オフィスコーヒー事業 コーヒーマシンと豆の補充をします。いつでも挽き立ての

美味しいコーヒーを飲めるので好評です。来客時や、従業員の福利厚生にも役に立つと

思います。 

以上、３つの事業について説明させていただきました。モニターがいつでもできますので、どうぞ御検討いただけ

ますよう宜しくお願い致します。 

株式会社コネクトコネクト 代表取締役 上屋敷 貴紀 会員 

2015年 11月に丸岡ＲＣに入会時は、外資系のメットライフ生命保険株式会社の営業員

でした。その後、2年前に退社し、オリックス生命と代理店の契約を結び合同会社コネク

トコネクトを立ち上げました。 

昨年去年から、オリックス生命に加えて、法人に特化したエヌエヌ生命保険、損害保険

の日新火災海上保険株式会社の代理店をしております。 



 

  

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 

委員会報告                    ７月１９日（月） 

道木   柿木会長上屋敷幹事 企業ＰＲご苦労様です。 
川上   あついですね～負けない様にガンバリましょう。 
竹澤   企業ＰＲ楽しみです。 
岩田   本日もたくさんのご寄付ありがとうございました。 
八百山  柿木会長趣旨説明とＰＲ、上屋敷幹事のＰＲを楽しにして 

います。 
前川正智 本日もよろしくお願いします。 
南勝文  本日も皆様御苦労様です。 
 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １２名 
下田 林田恒正 東角 柿木 松井 道木 上屋敷 川上 
竹澤 岩田   八百山   南勝文 
◆米山奨学会◆     寄付者  １３名 
下田 林田恒正 東角 水﨑 柿木 松井 道木 上屋敷 
川上 竹澤   岩田 八百山   南勝文 

◆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 19 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 22,000 円 104,000 円 476,500 円 

ロータリー財団 15,000 円 79,000 円 

米山記念奨学会 16,000 円 86,000 円 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １６名 

柿木会長  いよいよ週末より東京オリンピックが始まり

ます。ステイホーム応援しましょう。 
上屋敷幹事 本日も皆様よろしくお願い致します。ＰＲ例

会１回目です。がんばります。 
下田    会長、幹事さん 卓話ご苦労様です。 
山下    柿木年度、肝入りの企業ＰＲ例会の成功を祈

念して。 
東角    暑くなりました。天気が良くてありがたいで

す。 
水﨑    暑い！暑い！ 
三寺    今年度初めての出席です。柿木会長の為頑張

ります！！ 
松井    急に暑くなりました。熱中症に注意しましょ

う。 
前川徹   金津高校、夏、初の決勝、あと１勝 頑張れ！ 
 

◆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 

7/19 ３１ ２３ ４ ０ ４ 85.19% 

 

本日は、その中でオリックス生命のキャンドルワイドという商品の PR をします。
米ドル建ての一生涯保証の死亡保険です。「なぜドル建てなのか？」とお客様に必ず聞

かれます。そこで、まずは、保険料を決定する３つの要因について説明します。 
①死差益（予定死亡率によって見込まれた死亡率よりも、実際の死亡率が少なかった

場合に発生する利益） 
②費差益（予定事業費率によって見込まれた事業費よりも、実際の事業費が少なくて

すんだ場合に発生する利益） 
③利差益（予定利率によって見込まれた運用収入よりも、実際の運用収入が多い場合

に発生する利益） 

各保険会社で①と②に関しては差が出ません。一番差が大きいのは、③です。通貨の選択により差がでます。日米

の 10年国債利回りの推移は、ご存知の通り日本はゼロ金利ですが、アメリカは今年に入る少し手前まで 1％で、 
2019年で 3%弱でした。これだけの金利差があると、極

端な話、例えば亡くなったら 1000 万円の保証を作る際

に、約 1.5 倍～2 倍ぐらいの保険料の差が出てくるとい

うことになります。米ドル建てで作ることは簡単に言う

と、掛け金は安いが大きい保証が得られるということに

なります。従って、今は米ドル建てがお勧めです。この

キャンドルワイドは、学資保険、老後保険、相続対策に 
も利用できます。パンフレットでは掲載できないお得な保険料の試算を作成しますので、ぜひご連絡ください。 
資料の後ろにつけました贈与についてのお話は、時間の都合上割愛します。 


