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丸岡ロータリークラブ会報

～創造を もっと素直に。もっと楽しむ。～

本日の例会
令和３年
12：30

今後の予定

９月１３日（月）第 2049 回例会

令和３年

敬老の日 祝日の為

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

８月 ９月 会員誕生日 夫人誕生日
結婚記念日

事

委員会報告

13：00

タイ

感染状況によって、変更あり
委員会の日
＜１０月の予定は、本日理事会で決定します＞

幹事報告
≪ガバナー事務所より≫

例会出席報告
ニコニコ箱 ﾛｰﾀﾘｰ財団 本日の寄付報告
会員企業ＰＲ

②

岩田会員 海道会員 川上会員
13：30

９月２７日（月）第 2050 回例会

＜12：30 開会点鐘 小松屋 お食事あり＞

上屋敷 貴紀 幹事

幹事報告

①
②

令和３年

ＲＬＩ研修 ディスカッションリーダー
松井 寛会員

委 嘱 状

９月２０日（月）休会

閉会点鐘

①2021-22 年度ガバナー賞へ申請案内
②ガバナー公式訪問お礼状
③第 1 回社会奉仕委員長会議 9/19 オンライン会議
④地域別職業奉仕担当者懇談会 10/2 オンライン会議
≪福井西ＲＣより≫

①人道的プロジェクト映画「追憶」上映会お知らせ

クロントイスラム街より

丸岡ＲＣが交流を続けているタイプラティープ財団より

スラム街の中に

クロントイ地区の消防団が、コロナ感染者の救命措置、救急搬送を行っている様子です。
2017-18 年度地区補助金事業で丸岡消防署へ研修に招聘した自衛消防団員たちです。

造られた仮設

ビジター受付のみ実施日

詳しくは

県下ロータリークラブ全て、ビジター受付はありません。

医療センター

https://rid2650-pub.com/

ガバナー公式訪問

７月３０日（金）
三国観光ホテル玄関にて
ガバナー様ご一行のお出迎え
ガバナー
：馬場 益弘 様
ガバナー補佐：小林 和美 様
幹事長
：谷内 弘照 様

＜役員理事懇談会＞
柿木会長・上屋敷幹事・松井エレクト・八百山副会長
林田千之地区ロータリー情報委員長
クラブの概況・活動方針・問題点等をガバナーへ報告
三国 RC ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ指揮で
「君が代」
「奉仕の理想」
豊田三国ＲＣ会長 挨拶
ガバナー様をお迎えして開
催できますこと感謝申し上
げます。
この後馬場ガバナーより、ア
ドレスを頂きます。ガバナー年度の方向性と活動方針の
学びと理解をさらに深める時間になると思います。私自
身クラブのリーダーとして、地域に根ざし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
を地域住民につなげられるよう、会員さんの意欲とモチベーションを喚起し、地域社会では「活力あるロータリ
ー」
「輝けるロータリアンの 存在感」をアピールできる１年にしてまいります。本日は、皆様どうぞよろしくお
願いします。
柿木丸岡ＲＣ会長 挨拶
先ほど、丸岡ロータリークラブは、役員理事懇談会をさせていただきました。あ
りがとうございました。終了したので、今ホッとしております。
その懇談会の中で、ガバナー様が銀行のＡＴＭになぞらえて、お話されました。
Ａは「明るく」Ｔは「楽しく」Ｍは「前向きに」だそうです。このような時期だか
らこそ、ＡＴＭを私も心がけていきたいと思いました。
また、会員増強の秘策を教えていただきましたので、ぜひクラブに持ち帰って
検討していきたいと思います。
現在東京オリンピックが盛り上がっている熱気に負けないような、活気あるク
ラブつくりをしていきます。今後ともまたご指導よろしくお願いします。

４０年以上続く三国 RC の伝統
両クラブの幹事報告

出席、ニコニコ箱委員会報告等

「四つのテスト」を一同で、唱和

ガバナーアドレス

７月３０日（金）

三国ロータリークラブ、丸岡ロータリークラブの会員の皆様こんにちは。京都西ロー
タリークラブに 1992 年 6 月、お得意先の紹介で入会をしました。ちょうど、在籍 30 年
を迎えます。このロータリー活動をする上で大切にしてる「3 つの健康」についてお話し
ます。
2012-13 年度京都西ＲＣ第 55 代会長就任前に人間ドックを受けた際に、
未破裂動脈瘤が発見され開頭手術をしました。入会以来皆１００％出席を続けていまし
１.身体の健康

たので、入院後もメーキャップも仲間のお陰でできました。そして、京都西ロータリー
クラブの例会に、退院後出席した時の喜びは本当に計り知れないものがありました。健
康であることの喜び、例会に出席でき、何よりの仲間と会話できることが素晴らしいこ
とだと心より思いました。
私の職業分類は、学校給食です。京都府を中心に滋賀、奈良、大阪、兵庫、東京都にて約 1400 名
のスタッフにて運営しています。食を通じてこれからの社会を支える若者のサポートを目指して、「安全で美味し
２.会社の健康

く安い」を基本として、栄養バランスの取れた美味しいものを提供しております。健康な人に健康な食事を提供し、
健康な利益を得、健康な家庭生活をおくることを会社の指針として歩んでおりました。しかし、昨年 3 月からの新
型コロナウイルス感染症拡大によって決算での売上は激減しました。しかし、人間追い込まれると強いもので、
早々と会社の骨太の方針をあげ、従業員の雇用を守る、みんなの会社を守る、顧客からの信用を守ると目標にして、
現在も従業員と邁進しています。コロナ禍を通して、ロータリー活動を維持するためには、自分の職業がいかに大
切であるかということを骨身にしみて分かりました。そして、今こそ自分の職業を通じての奉仕をすることの重要
性を声を大にして申し上げたいと心から実感しております。
３.家族の健康

ロータリー活動を長く続けるには、家族の理解と後押しが必要です。ご家族が大病を患っておら

れる、あるいはあってはならないですが奥様から離縁状を突きつけられてるようではロータリー活動ではござい
ません。私は、家族は健康で、今のところは離婚の話もなく愛犬とともに明るく楽しく前向きに家庭生活を送って
おります。
長々と申し上げましたが、ロータリー活動を長く続けることは、逆に言いますと、この三つの健康が保てること
だと思います。例会出席 100%を目標にすることで、病気に勝ち、やがてコロナに勝ち、そして明るくて楽しい家庭
生活が送れることと思います。皆さんとともにこのような困難に負けず、
「活力と輝き」を蘇らせ、例会出席 100%
を目指しましょう。
日本のロータリーは、今年 101 年目を迎えます。今年は、100 年を超え、最初の一歩の年です。日本のロータリー
は、
「職業奉仕」と「例会出席」を重視してきましたが、最近のＲＩの方向性は、
「クラブの自主性と柔軟性を重ん
じること」と「会員増強」と「財団寄付の増額」を進めるという社会奉仕団体の方向に進んでいるようです。
私は地区随一の RI 役員であり RI 会長の方針をクラブ会員の皆様にお伝えする重要な責務がございます。
本年度のＲＩ会長の方針
優先活動項目

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」

１.会員増強 120 万人から 130 万人へ

今期の大きな取り組みの一つは、現状 120 万人の会員を 2022 年 7 月 1 日までに 130 万人にすることを目指す、
そのために、会員一人一人がまずは一人の会員を入会させることを目標とします。
２.「女子のエンパワメント」に焦点をあてること

ロータリーの中核的価値観の一つは「多様性」です。ロータリーの DEI（多様性、公平さ、開放性）に対する信
念を表した公式声明もあります。多くの場合、女子は不利な立場に置かれることが多く、私たちが女子のエンパ
ワメントに取り組むことが重要です。ロータリーはすべての子どもに奉仕しますが、特に「女子」に焦点を当て
ます。
３.ロータリー奉仕デーの実施
公共イメージの向上に伴って会員増強をされるという考えで、ロータリー奉仕デーの実施を全地区とロータリ
ークラブに求めます。全てのロータリークラブとローターアクトクラブが一般市民の参加を促すためのロータ
リー奉仕デーを実施します。
４.ポリオの完全根絶に向けて

引き続き寄付活動を進めてまいります。

５.ロータリーの 7 つの重点分野を意識した奉仕活動

本年 7 月 1 日よりロータリーの 7 番目の重点分野として、新たに環境保全が追加されます。ロータリー奉デーで
環境を意識した奉仕をお願いしております。

地区の方針について

方針 1．ロータリーの基本を大切にしましょう。 方針 2．活力ある輝くクラブ作りを目指しましょう。
方針 3．新しい環境に適応しましょう。
戦略計画としてクラブ活性化の為の具体的方策

１．活動プログラムの継承
２．⻘少年への重点取り組み
３．クラブにとって「金看板」とも言われ
ている職業奉仕の充実
４．会員増強と退会防止
５．ロータリー奉仕デーの実施
６．ロータリー財団・米山奨学会ほかへの
積極的支援
７．地区管理運営について
８．新型コロナウィルス感染対策の基本的な考え方

委員会報告
◆ニコニコ箱◆
お客様

７月３０日（金）
寄付者

１５名

馬場 益弘 ガバナー
小林 和美 ガバナー補佐
谷内 弘照 幹事長

柿木会長

馬場ガバナー様谷内幹事長様小林ガバナー
補佐様 本日は合同公式訪問よろしくご指
導お願いします。三国ＲＣの皆様お世話にな
ります。
上屋敷幹事 国際ロータリー第 2650 地区ガバナー馬場益
弘様 ガバナー補佐小林和美様 幹事長谷
内弘照様 本日はありがとうございます。
馬場ガバナーをお迎えしてアドレス楽しみにしています。
本日は公式訪問ありがとうございます。よろしくご指導お
願いします。
三国ＲＣの皆様お世話になります。

◆出席報告◆
例会日

会員数

7/30

３１

出席委員会
出

席

１４

届有
欠

届無欠

１５

０

出席免除者

欠席

２

例会出席率

48.27%

◆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 30 日

ニコニコ箱

累計

37,000 円

141,000 円

ロータリー財団

0円

90,100 円

米山記念奨学会

0円

86,000 円

会費含む累計
513,500 円
戸﨑会員入会時 100＄含む

林田千之 山岸 下田 林田恒正 山下 東角 水﨑
松井
八百山 海道

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

