
 
   

令和３年１１月 １日（月）第 2055 回例会 

19：00 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 

ご挨拶   福井県立丸岡高校 島田 芳秀 校長 

福井県立坂井高校 内藤 俊治 校長 

祝  事  11 月 会員誕生日  結婚記念日 

夫人誕生日 

米山奨学金授与 11 月分 チャン・ザ・ウエイくん 

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  新入会員卓話 

戸﨑 直哉 会員 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

令和３年１１月 ８日（月）第 2056 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 

企業ＰＲ例会 ⑤ 

ＰＲ者：竹澤会員 竹吉会員 釣部会員 

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 林田千之会員 

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 

今後の予定  

幹事報告  

≪ガバナー事務所より≫   

特になし。 

令和３年１１月１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/ 

 

企業ＰＲ例会の担当者は「あいうえお順」です。

ご欠席の予定の場合、ご自身で交代をしていた

だきますようにお手配お願い致します。 
また、その旨を事務局にもご一報ください。 

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 



 

 

  
こんにちは。昨日は、本来は９/１２に開催でしたロータリー奉仕デーがコロナ禍で

昨日に延期となり、三国ＲＣさんと合同で、三国サンセットビーチの清掃活動をしま

した。参加してくださった方々ありがとうございました。 

日本経済新聞社 10 月 22 日（金）朝刊全国版に

ロータリーの全面広告が掲載されました。日本の

ロータリー100周年を昨年迎えたことを契機に、ロ

ータリーの活動を PRし、会員増強に繋げることを

目的とされています。100周年を昨年迎えた東京Ｒ

Ｃ、これから迎える大阪・名古屋・神戸・京都・横

浜・札幌・福岡、東京西各ＲＣの協賛で実施されま 

した。 ちょうど、その日は私の誕生日でしたので、ご縁を感じています。 

本日はグループに分かれて、会員増強について話し合いをお願いします。皆

さんから知恵を借りて会員を増やしていきたいと思いますので、どうぞ活発な

意見を出して頂けますよう、宜しくお願い致します。 

柿木 満雄 会長挨拶                        １０月２５日（月） 

事 業 名  コロナ禍における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事業 

事業目的 丸岡 RC では、継続的支援を続けているタイ国プラティープ財団を通じて高度な学力とスキルを身に

付けた産業人材を育成するため、タイ国内の高校へ教材や機材などを贈呈し教育環境の向上を図っている。

昨年度は、福井県内の介護施設で働くことを目的とした介護人材育成のための日本語学習への支援要請があ

り、コロナ禍のもと、オンライン形式で授業を進められる教材・機材を贈呈した。 

そこで、今年度は、タイの高校生の日本語能力のさらなる向上と、日本文化の理解促進並びに福井県内の高校

生の国際的視野を深めるため、コロナ禍において有効なツールとなるオンライン交流機材を活用して、福井県

内の高校生との交流の促進計画を立てた。福井県内の高校ではオンラインによる国際交流の環境が不十分なた

め、丸岡ＲＣでは機材を提供し、タイ国内の高校との国際交流の促進を図った。 

事業内容 ①オンライン交流機材を地元の高校 福井県立丸岡高校、坂井高校に贈呈  

②丸岡高校と坂井高校のオンライン交流 

③丸岡高校・坂井高校とタイの地方の高校とのオンライン交流 

④オンライン機器を利用しての丸岡ロータリークラブによる丸岡高校、

坂井高校生への社会人としての 倫理・道徳・マナーなどの職業教育 

＜贈呈式＞ １０月２６日（火）１１時４５分～１２時３５分 丸岡高校 ３階視聴覚室 

     出席者：柿木会長・上屋敷幹事・竹吉委員長・東角会員・松井会員・西出会員 

  

ﾀｲ国と県内高校生の交流支援事業＜社会奉仕委員会＞１０月２６日（火） 

丸岡高校３年３組生徒による 
「タイ国のＳＤＧｓ」に関する発表 
 

丸岡高校
寄贈機器 

坂井高校
寄贈機器 

坂井高校分 
 ４Ｋビデオカメラ 
 三脚・ハンドルユニット 
 バッテリー 
 Blackmagic Design ATEM Mini  

丸岡高校分 
 ノートパソコン一式 
 ビデオ編集ソフト 
 コミュニケーションスピーカー 
 高性能ｗｅｂカメラ 
 プレゼンテーションマウス 

丸岡高校（３年３組生徒）  ⇔オンライン⇔  
坂井高校（２年ビジネスコース生徒） 



   

竹澤会員増強副委員長より 本日の説明「会員増強について」 

9月 27日例会時に「インターン会員制度について」ディスカッションしてもらった際、

反対意見が多かったグループもありますが、概ね賛成意見だったということで、理事会でも

さらに議論を深めていこうということになりました。 

今後、with コロナの時代となり、会員増強に対する皆さんの意識づけを再度確認する意

味で、話し合いを持ちたいと思います。 

 

１.会員増強の必要性はどこにあるか 

２.1 人 1 人が会員増強活動を意識しているかどうか 

３.どのようにすれば会員増強の活動が主体的で活発になるのか 

の３点を中心に話し合いをしてください。 

＜Ａグループ＞   

・以前作成した入会候補者リストをその後、どのように

活用されたか。また、坂井市で、活動、活躍している

方のチェックリストを作るとよいのではないか。 
・入会するような年代との知り合いが少ない。 
・ロータリーが何をしている団体かの広報活動が足りな

い。 Facebook や Twitter などＳＮＳを活用しなが

ら、広報活動を続けるべき。 
・一人一人が知り合いにロータリーの話題を出し、会員増強の意識を持つ。 
・老人会や婦人会が消滅している地域もあることに象徴されるように、既存の組織に入りたくない人が多くなっ

ている一方で、城の観光ガイドにボランティアに集まっている。やりがいがあることや、これだけはやりたいと

思う人をロータリーに誘ってみる。 
 

＜Ｂグループ＞ 

①会員増強の必要性はどこにあるのか 
 ・10 年後のクラブはどうなってるかということを考え

たら、取り組む課題である 
 ・会員が減少するとクラブが成り立たない。経費面で

も非常に厳しい状況になる。 
②会員増強の活動を意識しているか。 
 ・ＹＥＳ３人  ＮＯ２人 
③どうすれば増強活動が主体的で活発になるか 
 ・コロナ禍もあり親睦の機会が減り、人間関係が薄れている。クラブのまとまりが感じられない。 
 ・例会セレモニーと例会行事の間に懇談の時間を少しとるとよい。 
 ・現在の会員の出席率が悪い。出席に対して積極的であってその先に会員増強がある。 
 ・候補者のリストアップはあるので、勧誘の行動に移す。 
  また、リストを更新し、情報を共有していく。 
 

＜Ｃグループ＞ 

・現役世代を中心に活動する。 
・インターン会員制度を整えて、声掛けしていく。 
・ロータリー活動を続けている魅力を発信していく。 
・娯楽や社会貢献を増やしていく。 
・現会員を退会させないことが最優先。 
 

委員会の日 ②                 １０月２５日（月） 

Ａ Ｂ Ｃ

司会進行 山下 東角 川上

記録係 岩田 上屋敷 八百山

南利明 山岸 柿木

小見山 林田千之 林田恒正

水﨑 下田 竹澤

メ
ン
バ
!



 

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                   １０月２５日（月） 

山下  小松屋さんいつもおいしいお弁当ありがとうございます。 
東角  皆様ご苦労様です。 
水﨑  昨日 400 年前に造られたという新江用水を歩いてきました。 
川上  本日も皆様おつかれ様です。 
竹澤  本日委員会の日よろしくお願いします。 
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 本日もよろしくお願い致します。 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １１名 
林田千之 下田 林田恒正 東角 水﨑 柿木 上屋敷 
川上   竹澤 岩田   八百山 
◆米山奨学会◆     寄付者  １０名 
林田千之 下田 林田恒正 水﨑 柿木 上屋敷 
川上   竹澤 岩田   八百山 

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 10 月 25 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 16,000 円 280,000 円 745,000 円 

ロータリー財団 13,000 円 201,100 円 

米山記念奨学会 12,000 円 194,000 円 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １２名 

柿木会長  昨日ロータリー奉仕デーへのご参加ありが

とうございました。本日、会員増強について

グループディスカッション宜しくお願いし

ます。 
上屋敷幹事 皆様本日もよろしくお願い致します。昨日の

ロータリー奉仕デーにご参加いただきまし

てありがとうございました。 
林田千之  ８３才になりました。黄泉の国が近くなりま

した。 
下田    昨日は鯖江の伊藤柏翠俳句記念館に行って

きました。 
林田恒正  寒くなってきましたが、身体を大切にしまし

ょう！ 
 

◆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 

10/25 ３２ １６ １５ ０ １ 51.61% 

 

          三国サンセットビーチ清掃活動（三国ロータリークラブ共同事業） 

 出席者：柿木会長 上屋敷幹事 竹吉社会奉仕委員長 奥村会員 

 杉本会員 三寺会員 松井会員 八百山会員 海道会員 

 

ロータリー奉仕デー＜社会奉仕委員会＞          １０月２４日（日） 

8：45～開会 
三国 RC 
豊田会長 挨拶 
 

9：00～10：00 
清掃活動 

10：00～ 
閉会 
丸岡 RC 
柿木会長 
 挨拶 


