
 
   

令和３年１１月 ８日（月）第 2056 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 

会長挨拶   柿木 満雄 会長 

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  企業ＰＲ ⑤ 

竹澤会員 釣部会員 林田千之会員 

13：30 閉会点鐘 

本日の例会  

令和３年１１月１５日（月）第 2057 回例会 

＜19：00 開会点鐘 丸岡城のまちコミセン＞ 

企業ＰＲ例会 ⑥ 

ＰＲ者：道木会員 西出会員 竹吉会員 

令和３年１１月２２日（月）第 2058 回例会 

＜12：30 開会点鐘 小松屋 お食事あり＞ 

感染状況によって、変更あり 

委員会の日 ③ 

令和３年１１月２９日（月）ＩＭとの振替休会 

令和３年１２月 ６日（月）第 2059 回例会 

＜18：30 開会点鐘 小松屋＞ 

祝事  米山奨学金授与（１２月分） 

忘年会＆新入会員歓迎会 

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 

 

今後の予定  

幹事報告  

≪ガバナー事務所より≫   

①地区大会 2022 年 4月 2日（土）・3日（日） 

京都国際会館にて 

②第 50回ロータリー研究会 記念講演会（無料） 

オンライン視聴 12/8（水）15：00～16：45 

https://ri-seminar.com 

③「多様性について考える」シンポジウム 京都洛中 RC 

 ＹｏｕＴｕｂｅ視聴 11/20（土）13：30～16：00 

 https://youtu.be/sUERbcc_bOc 

 

令和３年１１月８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/ 

 

１１月２８日（日）ＩＭ（インターシティミーティング） 

 福井市フェニックスプラザにて 

12：00 受付開始 

13：00～16：10 本会議・基調講演・懇親プログラム 



 

 

 

  

皆さん、こんばんは。 

会報に掲載の通り、丸岡高校・坂井高校へ地区補助金を利用した社会奉仕委員会事業

として、ＩＴ機器一式の寄贈をしました。本日は、御礼をしたいということで、丸岡高

校、坂井高校の校長先生がいらっしゃっています。 

コロナ禍において、例会場の机の配置をスクール形式にしていましたが、感染状況が

落ち着いてきており、会員同士のコミュニケーションを活発にしたいというお声があり

ましたので、今日からロの形式にしました。お昼の例会時は、お食事を取りますので、

まだスクール形式としますが、夜の例会では久しぶりに顔を合わせた配置です。 

柿木 満雄 会長挨拶                         １１月１日（月） 

福井県立丸岡高校 島田 芳秀 校長 

皆さま、お久しぶりでございます。先日 10 月 26 日丸岡ロータリークラブ様から素晴らしい

オンライン機器を贈呈いただきました。会長様はじめ会員の皆様ありがとうございました。当

校では、オンライン機器は今までもあったのですが、音が拾えなかったり、カメラが鮮明でな

かったりして、困ってました。今回いただいた機器類は、性能がよく、声を幅広く拾いクリア

になり、映像もはっきりと写ります。早速、他校とのオンライン交流や、オンラインでの研修 

会にも活用させていただきました。コロナの感染状況が落ち着きましたらば、タイとの高校生との交流も始めま

す。また、定時制の方でも 12月 13 日に職業講話に皆様にお越しいただくということも併せてお礼申し上げます。

最後なりましたが来週日曜日に高校サッカー部が北陸高校と決勝戦で対戦します。これまで得点は 37 得点取り、

失点は、0 です。北陸高校を撃破して全国大会へ出場したいと思っています。皆さんの応援よろしくお願いします。 

福井県立坂井高校 内藤 俊治 校長 

本校には、高性能のビデオカメラと映像と

の切り替えが出来るスイッチを寄贈いただき

ました。先日は、丸岡高校さんと本校とを結ん

だ贈呈式の様子がスムーズに映像配信できま

した。ビデオカメラは４Ｋで、顔の表情までき 

れいに分かります。スイッチは、８チャンネルの映像、音声の切り

替えが出来るので、円滑な配信に役に立ち、大変喜んでおります。

放送部の活動が活発なので、また多くの場面でも活用させて頂いた

だけると思います。このように、コロナ禍でタイとの交流ができる

ように環境を整えさせて頂きました事を全校で喜んでおります。そ

して将来、国際的に活躍できる生徒が本校から、出てくれることを 

期待しております。国際交流の機会を頂けますのは、丸岡ロータリークラブの皆様のご支援のおかげです。この度

は、ありがとうございました。今後ともよろしくお願い致します。 

御礼挨拶                     １１月１日（月） 

福井新聞 
11/3 
地域面 
記事 

曽 則為（チャン・ザ・ウェイ）くん 

22 日金曜日三国ＲＣへ柿木会長、地区米山奨学委員市橋さんと同行して、卓話に行きました。

内容は、丸岡ＲＣでお話した内容と同じ「マレーシアと私の大学生活について」です。会長が、

近くに座って下さっていたので安心しました。少し緊張しましたが無事に発表が出来ました。

三国ＲＣ皆さんは優しかったです。質疑応答の時も、色々な質問をしてくださり、とても嬉し

かったです。 
日本全国のコロナ感染人数は 229人でした。先月の 1576人に比べるとだ 

いぶ減りましたが、感染する可能性はゼロとは言えませんので、皆さんも是非体調管理を大切に

して感染しないように気を付けましょう。ありがとうございます。 

米山奨学金授与（１１月分）            １１月５日（月） 



   

『自己紹介』  戸﨑 直哉 会員（2021.6.30 入会）  

株式会社Ｍ・Ｐ・Ｒ 代表取締役  

昭和 58 年 11 月 27 日生まれです。丸岡町の一本田福所で生まれ、現在は、城北に住んで

います。平章小学校、丸岡中学校、坂井農業高校を卒業しました。ヤスブン株式会社に入社

し、2，3年勤務後、吉勝重建に 7年程勤務、永平寺の山村建設に 3年程度勤務後、解体業

で半年勤務、その後独立し現在、創業 5 年です。 

仕事は、解体工事です。建物解体や内装解体の解体全般をしています。メインは、建物の

解体です。内装解体は、リノベーションや、お風呂・キッチンの入れ替えをするときの撤去 

です。古民家の必要なものだけ残して、使わないものは撤去する古民家再生のお手伝いもしています。また、産業

廃棄物収集運搬もしており、現場にボックスを置き、回収もしています。 

趣味は、麻雀です。麻雀を通じて竹澤さんと知り合いになり、ロータリークラブに誘われました。 

10 代の頃はスケートボードをしていました。ショップから

スポンサーを受けて大会に出場した経験もあります。以前

は、マイナーなスポーツでしたが、今年のオリンピックで堀

米さんが優勝したことに本当に驚きました。エクストリー

ムスポーツ（スケートボード、 BMX、インラインスケートな 

ど）は、欧米から、日本は 10年か 15 年遅れのレベルですので、堀米さんは、技術以上に、メンタルが相当強い

子なんだろうなと思いました。迷惑行為ととられることも多いスケートボードです。私も 10 代のころ近所の人

から、うるさいなどとよく注意を受けました。福井県でも、スケートパークが出来てきてスケート人口も増えて

きたなと思います。 

今回、入会後 2回目の例会です。仕事が忙しく、欠席が続き申し訳ないです。今後、皆様に教えてもらいながら

活動をしていきますので、よろしくお願いします 

新入会員卓話                  １１月１日（月） 

【審議事項】       

 ①１２月プログラムについて 

 ②１２/６忘年会＆新入会員歓迎会について 

  18：00 受付  ＜理事会もあります＞ 

  18：30 例会 

  19：00 宴会 

第６回理事会報告                         １１月１日（月） 

日  時 内  容 

12/6（月） 18：30 
祝事 米山奨学金授与（12 月分） 

忘年会＆新入会員歓迎会 

12/13（月） 19：00 
例会セレモニーのみ 

例会後：年次総会 

12/20（月） 19：00 
ファッションチェック 

  ～プロに着こなしを学ぼう！！～ 

12/27（月）  年末の為 休会 

 

１１月度祝事 
結婚記念日 

11/1   林田恒正会員 
11/4   前川正智会員 
11/5   林田千之会員 
11/22  前川徹会員 

会 員 夫 人 誕 生 日 

11/26  竹吉会員夫人 也寿子様 

会 員 誕 生 日 

11/27 戸﨑会員 38 

11/14 
米山奨学生 チャン君 21 



 

 

 

 

 

 

 

 

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１日（月） 

三寺   戸﨑会員卓話よろしくお願いします。 
松井   戸﨑会員卓話よろしくお願いします。 
前川徹  結婚記念日を自祝して。 
道木   戸﨑会員卓話ご苦労様です。 
竹澤   戸﨑君は、事故で遅れるかもしれませんが、皆様よろしくお

願いします。 
西出   戸﨑会員卓話楽しみです。宜しくお願い致します。 
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  戸﨑会員さんの卓話楽しみにしています。よろしくお願い致

します。 
前川正智 本日もよろしくお願いします。 
竹吉   三国サンセットビーチの清掃奉仕ありがとうございました。 
南勝文  本日も皆様御苦労さまです。 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １９名 
林田千之 下田 金  林田恒正 山下 東角 水﨑 
柿木   竹内 松井 道木  上屋敷 川上 竹澤 
西出   岩田 八百山    竹吉  南勝文 
◆米山奨学会◆     寄付者  １７名 
林田千之 下田 金  林田恒正 山下 水﨑 
柿木   竹内 松井 道木  上屋敷 川上 竹澤 
岩田   八百山   竹吉  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 

 11 月 1日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 27,000 円 307,000 円 772,000 円 

ロータリー財団 23,000 円 224,100 円 

米山記念奨学会 22,000 円 216,000 円 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  ２１名 

柿木会長  島田校長先生、内藤校長先生、本日例会参加

していただきありがとうございます。また、

戸﨑さん卓話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。戸﨑会

員卓話よろしくお願いします。 
林田千之  どうなる日本。どうなるロータリー。結婚記

念日を自祝して。 
下田    戸﨑さん卓話ご苦労様です。 
金     サンセットビーチ清掃参加できず、申し訳あ

りませんでした。 
林田恒正  戸﨑さん卓話楽しみにしています。 
山下    三国での清掃活動に参加された方、ご苦労様

でした。 
東角    戸﨑会員今日は卓話ありがとうございます。 
水﨑    戸﨑さん今後の活躍を期待しています。頑張

って！！ 
竹内    戸﨑会員本日の卓話よろしくお願いします。 

◆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 

11/1 ３２ ２７ ２ ０ ３ 93.10% 

 

前川職業奉仕委員長より 

12/13（月）11：00～12：00 

丸岡高校定時制職業講話  

講話をして下さる方を 

募集中！〆切は 11/8です 

 

 

三寺プログラム委員長より 

12/20（月）例会は、 

「ファッションチェック 

～プロに着こなしを学ぼう！！～」を 

企画しました。 

皆さんの私服にプロからアドバイスをしてもら

います。 

是非、この日はお洒落をして、私服を着用にて 

例会にご出席ください。 

 

竹吉社会奉仕委員長より 

10/14（日）ロータリー奉仕デー 

10/26（火）丸岡高校・坂井高校へのＩＴ機器 

寄贈式 

ご出席いただきました皆さま 御協力ありがとう

ございました。 


