
 
   

令和３年１２月１３日（月）第 2060 回例会 

19：00 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 

修了証授与 ＲＬＩパートⅡ 八百山正栄会員 

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 ﾛｰﾀﾘｰ基金 本日の寄付報告 

19：30  閉会点鐘 

19：30 年次総会 

本日の例会  

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 

令和３年１２月２７日（月）年末の為 休会 

令和４年 １月 ７日（金）第 2062 回例会 

移動例会  國神神社にて 新年参拝 

 10：45 氏子会館１階ロビーに集合 

 11：00 御祈祷 

 11：30 例会開会点鐘 

     例会後、お弁当をお持ち帰り 

     ＜会館では飲食禁止＞ 

令和４年 １月１０日（月）祝日の為 休会 

令和４年 １月１７日（月）第 2063 回例会 

＜19：00 開会点鐘 丸岡城のまちコミセン＞ 

外部卓話 「市会議員を振り返って」 

前坂井市市議会議員 南川 直人 氏 

令和４年 １月２４日（月）第 2064 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：林田恒正会員 東角会員 前川正智会員 

今後の予定  

幹事報告  

≪ガバナー事務所より≫  

①地区大会案内 4月 2日～3日 

②2022－23 年度ガバナー補佐が決定  

  丸岡 RC担当：小林和美様（福井水仙 RC） 

≪他クラブより≫  

①ＩＭ御礼 福井南 RCより 

 

令和３年１２月１３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/ 

 

私服（スーツ

以外）着用に

てご出席お願

いします 



 

 

 

  

皆さん、こんばんは。 

早くも、師走となりました。本日の例会を入れて、今年の例会もあと３回になります。

今年度も折り返しとなりました。つくづくと、早いものだなあと感じます。 

さて、例会後は、新入会員の歓迎会を 2名の新入会の方をお招きして開催します。例

会の方は早く終了させて、懇親会を楽しみたいと思いますのでよろしくお願いします。 

出席率 100%例会ということで、皆様にご出席いただけますようお願いしましたが、体

調不良の方もいらっしゃいまして、今回は達成できませんでした。皆さんには申し訳な

く思っております。次回はもう少し気合い入れ、必ず達成をしたいと思いますのでよろ

しくお願いします。 

柿木 満雄 会長挨拶                         １２月６日（月） 

御礼挨拶                     １２月６日（月） 

福井県立丸岡高校 島田 芳秀 校長 

         小坂サッカー部顧問 

 

ご支援、応援よろしくお願いします 

 

曽 則為（チャン・ザ・ウェイ）くん 

２週間前に福井工業大学に[ＳＤＧｓシンポジウム]という公開講座でスピーチをしまし

た。先月には、若狭町での旅行調査を行なって、宣伝用のプロモーションビデオを作成し

て、皆さんに見せました。皆さんから好評を受けて、凄く嬉しいです。今後も頑張ってい

きたいと思います。ありがとうございます。 

 

米山奨学金授与（１２月分）            １２月６日（月） 

【審議事項】       

 ①１月プログラムについて 

 ②１/３１新年会について 後日案内送付します 

 ③タイ高校生日本語学習支援及び 

  オンライン継続支援実施について 

事業内容：丸岡高校・坂井高校の生徒がタイの生徒の為にク

リスマスカードを作成し、クリスマスプレゼント

と共にオンライン交流内で紹介後郵送する。 

第７回理事会報告                         １２月６日（月） 

日  時 内  容 

1/3（月） 

→1/7（金） 
11：00 

祝事 米山奨学金授与（1 月分） 

國神神社で新年参拝例会   

1/10（月）  祝日の為 休会 

1/17（月） 19：00 
外部卓話 「市会議員を振り返って」 

 前坂井市議会議員 南川直人氏 

1/24（月） 12：30 
会員企業ＰＲ ⑦ 

担当：林田恒正 東角 前川正智 

1/31（月） 

18：00 

 

 

19：00 

クラブアッセンブリー 

 「後期活動に向けて」担当理事 

 

新年会  

 

丸岡ロータリークラブより 
 ５万円（青少年奉仕委員会予算）寄付金 



  

 

新入会員歓迎会＆忘年会              １２月６日（日） 

柿木会長 
開会挨拶 

杉本直前会長 
乾杯 

道木会員増強理事 
  歓迎の挨拶 

新入会員 
戸﨑 直弥 氏 
  歓迎の挨

拶 
新入会員 
多田 清吾 氏 
  歓迎の挨

拶 

退会会員 
中島 忠信 氏 
  歓迎の挨

拶 

松井会長エレクト 
開会挨拶 
＆ 一本締め 

最後は、恒例の 
 ♪手に手 

つないで♪ ノリノリの前川徹ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰの指揮に合わせて、みんな笑顔で(^O^) 



 

 

 

 

 

 

 

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                     １２月６日（月） 

竹澤   毎日忙しいです。 
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  本日は体調が悪いので、欠席します。 
前川正智 本日もよろしくお願いします。 
海道   本日もありがとうございます。 
竹吉   寒くなりましたが、お身体に気をつけてお過ごしください。 
南勝文  本日も皆様御苦労様です。 
 

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 12 月 6日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 35,000 円 405,000 円 877,500 円 

ロータリー財団 0 円 282,100 円 

米山記念奨学会 0円 262,000 円 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  ２０名 

柿木会長  妻の誕生日を自祝して。新入会員歓迎会、戸

﨑さん多田さん入会ありがとうございます。 
上屋敷幹事 皆様本日もよろしくお願い致します。 
釣部    本日もよろしくお願いします。 
林田千之  俺が俺がの「が」を捨てて、お陰お陰の「げ」

で生きよう。 
下田    ゴッホ展を観に東京へ行ってきました。 
林田恒正  今日の忘年会と新入会員歓迎会を楽しみま

しょう。 
山下    師走となり、大変忙しい毎日ですが、今日は

久々楽しみましょう。 
東角    改めて、新入会員の皆様ご入会ありがとうご

ざいます。 
杉本    ２年ぶりの宴会です。頑張りましょう！ 
竹内    誕生日 51歳になります。自祝して。 
三寺    12/20例会では、皆様のファッションセンス

を期待しています。 
松井    誕生日を自祝して。久しぶりの忘年会楽しみ

ましょう。新入会員の皆様、よろしくお願い

します。 
川上    皆様おつかれ様です。本日もよろしくお願い

致します。 
 

◆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 

12/6 ３２ ２７ ４ ０ １ 87.10% 

 

１２月度祝事 

会 員 誕 生 日 

12/1  南 勝文会員 49 
12/5  松井    会員 56 
12/9  瀬野    会員 49 
12/16  前川正智会員 52 
12/28  竹内  会員 51 
 

結婚記念日 

12/2  瀬野会員 

会 員 夫 人 誕 生 日 

12/11 柿木会員夫人 まり子様 
12/19 海道会員夫人 真寿栄様 

 


