
 
   

令和３年１１月２２日（月）第 2058 回例会 

12：30 開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「それでこそロータリー」 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  委員会の日 ③ 

 

 

 

 

 

 

13：30 閉会点鐘 

本日の例会  

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 

令和３年１２月２７日（月）年末の為 休会 

今後の予定  

幹事報告  

≪ガバナー事務所より≫ なし 

令和３年１１月２２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 

私服（スーツ

以外）着用に

てご出席お願

いします 

１２月１３日（月）丸岡高校定時制 職業講話 

職業奉仕委員会事業  

11：00～12：00 各クラスにて 

講師をお引き受けいただいた会員の皆様よろしく 

お願い致します。 

Ａ Ｂ Ｃ

司会進行 前川徹 杉本 道木

記録係 上屋敷 竹澤 岩田

南利明 山岸 釣部

金 林田千之 小見山

山下 下田 林田恒正

八百山 水﨑 柿木

メ
ン
バ
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会場へは各自で 
現地集合 



 

 

 

  

皆さん、こんばんは。世界糖尿病デー（11月 14 日）に合わせ、丸岡城天守を青色にライト

アップされています。国内の推計糖尿病患者数は 1千万人を超えるとされ、県内は推計 6万人

いると言われています。尿に泡が立ったら、ちょっとまずいんじゃないということを聞いたこ

とがあります。皆さん気をつけてください。 

 

 

 

 

 

岸田内閣の経済対策で補正予算一般会計の追加歳出は30兆円を超える見通しです。18歳以下の子どもに 10万円支給な

ど、ばらまきと批判もあります。また、事業者に対する支援金等もあります。申請してもダメだろうと最初からあきら

めてしまわずに、思い切ってチャレンジしてみてはいかかでしょうか？思い切れば道が開けるとそういう思いで私はチ

ャレンジしています。このチャレンジする気持ちを素直に持ちつづければ、会社、人、社会が成長できると思います。 

今日は道木さん、西出さん、竹吉さん、企業ＰＲを楽しみにしてますのでよろしくお願いします。 

柿木 満雄 会長挨拶                        １１月１５日（月） 

 にしとも建想   代表 西出 智一 会員 

建築塗装業です。建物の外部・内部の壁、床、屋根の塗装、家具の塗装も少しします。 

＜経歴＞地元の大学を卒業後、実弟が交通事故で寝たきりなったことをきっかけに、介護職

に就きました。しかし、20.5 日でクビになってしまい、その後、父が建築塗装業を営んで

いたので、そこで、現場で 6年、営業で 3年半勤務しました。その中で、色々考えがあり群

馬県の農業法人で仲間 3人と農業を始めました。福井に戻り、3社の農業法人に勤務しまし

た。後に、倉庫業で配達や倉庫の仕分けなどを経験しました。その後、父の会社に戻ったの

ですが、またクビになりました。私の起業は、「クビ」から始まったと言って過言でないく

らいです。2歳の長女がいるなかで、突然クビになったので、開業資金を義父に借金しまし 

た。その際、返済ができなかった時は、妻と離婚だと条件をつけられましたが、今年、無事に完済しました。 

＜塗装業について＞塗装業を営んでいる中で、作業効率を上げ材料の無駄が出ないようにするために、急な天候の変化

に対応することを心がけています。天気予報のサイトを二つ駆使し、リアルタイムで 5分毎の雨雲レーダーを見ながら、

風、気温の変化等に注意して、作業をしています。頂いた仕事に対して、お客様のニーズに応えたとき、「ありがとう」

の言葉を聞くと充実感で一杯になります。 

＜今後について＞妻が、三国を拠点に、介護タクシーを営業しています。私も、昨年、普通二種免許を取り、介護職員初

任者研修を受けて、今年の冬からドライバーになりました。事業を始めて２年ですが、多くは、地域包括センター、病

院、施設からの依頼ですが、中には、口コミで直接の電話依頼もあり、稼働時間が増えてきて、軌道にのりはじめてい

ます。通院や、買い物など、ニーズはかなり様々です。今年の冬の大雪の時に、透析の患者を送迎する際、自宅前の雪か

き後、車椅子は、使えないので私がおんぶをして連れて行きました。 

このように、この仕事を通じて、介護タクシーは、社会インフラとして必要なものだと感じています。今後、様々なニ

ーズに応えていくために、現在トラベルヘルパーの資格や民間救急の対応ができるように勉強しています。将来的には、

地域防災や、地域医療、また移動販売など、他の業種と協力し合えるような仕組みを作っていきたいと思っています。 

株式会社丸道工務店  代表取締役社長 道木 宏昌 会員 

父が大工をしていて、自分が生まれて年に丸道工務店を立ち上げました。 

主に一般住宅をさせてもらっています。まだまだ小さい会社ですが、理想は 3つの部署 

【一般住宅の新築工事・一般住宅のリフォーム・一般住宅以外】にしっかり分けていけたら

なと思い、今取り組んでいるところです。 

Ⅰ.一般住宅の新築工事に関して 

弊社のような会社にありがちなのは、「丸道さんはどんな感じの家を建てているの？」と

聞かれたら、「お客さんと打ち合わせして、どんな家でも建てられますよ。」「いくらくらい

で建てられるの？」「大きさや仕様にもよるけど、だいたい坪○○くらいかな。」と、今まで

はこれで問題なかったのですが、今後は、通用しません。若い世代はなおさらです。 

企業ＰＲ例会 ⑥                         １１月１５日（月） 

＜金先生より＞治療がなかった時代には、血糖値が 300 や 400 まで放置すると

尿の中にどんどん糖が排出されて尿が砂糖水のようになってしまいます。その

状態だと、尿に蟻がくるとか、粘度が増して泡が立つなどと言われていました。

しかし、医学が進歩したこの時代は、絶対にそこまで放置してはダメです。無症

状のうちから、きちんと検診で血液検査をしてください。 

 



   
勿論、ハウスメーカーは以前より取り組んでいますが、「住宅の商品化」が必要です。「何坪のこの仕様のこの建物がこ

の値段です。」といった見える化です。車も、「この車種でこのグレードならこの値段です。これはオプションでこの値

段です。」とはっきり金額がわかっていると思います。なので、金額に関してある程度の目安がつき、そんなに不安はな

いはずです。住宅はもっと高い買い物です。どんな家を建てているのか、それがいくらくらいなのか、わからないので

は不安しかありません。それではなかなか入り口にも入れなという事です。なので、10 年ほど前から言われていたので

すが、今真剣に取り組もうとしています。 

Ⅱ.一般住宅のリフォームに関して 

弊社はリクシルとタイアップして、リクシルリフォームショップマルミチとして取り組んでします。全国で約 540 店

舗あり、情報交換や勉強会など行っています。営業のやり方はいろいろノウハウがありますが、考え方としましては、

ランチャスター戦略です。ランチェスター戦略とは、弱い立場にある側が強者にどのようにして挑むかを考えた弱者の

戦術で、軍事戦略を基にして編み出された戦略です。地域戦略として、特定の地域で高いシェアを得ることを目指しま

す。例えば、全国展開している飲食店 A社と、特定地域でのみ高いシェアを誇る B社があるとします。ここで、特定の

地域でのみシェアを伸ばすことで、「その地域の飲食店と言えば B社」というイメージを与えられます。地域密着です。 

全国を対象としても勝てませんが、特定の地域に絞れば勝てる可能性があるのです。町の電気屋さんではないけど、住

宅で困ったら、丸道に頼めばといった町の工務店的な感じになればと思っています。 

Ⅲ.一般住宅以外に関して。 

やはり坂井市で会社を構えている以上、地元の公共の建物にも携わっていきたいと思っています。事務所、工場、土

木工事等、依頼があれば積極的に取り組んでいきます。 

以上の建築の事なら何でもできるように 3つの部署に分け、取り組んでいきたいと思っています。 

２年程前、印象深い仕事を依頼されました。見た感じが壊れそうな古民家みたいな古い感じがする建物を建ててほし

いというものです。ポーチの柱、梁、建具、スロープモルタル、内装壁等、全て施主のこだわりが詰まっていました。

お客様と一緒になり物作りをしているという感じがありました。それは、絶対にハウスメーカーではできないことです。 

このように、お客様に寄り添った工務店で今後もあり続けたいです。 

 

 

 

 

 

福井県立丸岡高等学校 教諭（再任用・元坂井高校校長） 竹吉 睦 会員 

校長としての学校経営についてお話させていただきます。小中学校と違い高校では、入学

者数が減ると、校長として自分の学校経営が悪かったのかと責任感じます。 

＜奥越明成高校について＞最初に校長として赴任した奥越明成高校は、以前の大野工業高

校と勝山南高校が一つになった福井県初の総合産業高校です。少子化に対応する為、統合し

た高校です。 機械、電気、ビジネス、生活科学、県内唯一の福祉学科があり普通科はあり

ません。初めて職業系学校へ赴任し、資格が多く取れるなど、中学校にアピールするところ

がたくさんあると思いました。旋盤、全商簿記、第二種電気工事士（頑張れば第一種も）、

福祉科では、福井県で唯一介護福祉士を最短コースで取れます。実習設備も整っています。 

＜坂井高校について＞次に、赴任したのが坂井高校で、ここも総合産業高校です。1 学年に 8 クラスもあるマンモス校

です。農業、食品、機械、自動車、電器、情報システム、ビジネス、生活デザインとバラエティに富んでいます。セール

スポイントがとても多く、1日の半分は実習で、楽しく取り組んでいます。私が赴任した年は、坂井高校 3 学年生徒が揃

い、最初の卒業生を送り出す年度でしたので、その当時の西川知事が臨席されました。福井県は有効求人倍率が全国 1

位で 1.8 倍です。坂井市では、2.8 倍もあります。その大きな求人倍率の中、最初の卒業生約 240 人中 170 人程度が地

元に就職できました。10 月の終わりにはほぼ全員内定をもらいました。坂井地区の企業のおかげだなと思って感謝して

います。その傾向は今年も続いているようです。職業系の学校なので、校長室にいると、生徒が野菜を売りに来たり、

焼き立てパンを持ってきてくれたりします。また、構内の電気工事は生徒が請負ってくれます。そのようなことがあり

定員を割ることがありません。 



 

 

 

 

 

 

 

 

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１５日（月） 

川上   昨日行われたゴルフ同好会出席の皆様お疲れ様でした。優勝

釣部会員、準優勝林田千之会員おめでとうございます。 
竹澤   企業ＰＲの皆様よろしくお願いします。 
西出   本日も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  本日のＰＲ宜しくお願いします。 
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  １４名 
林田千之 下田 金  林田恒正 東角 柿木  松井  
上屋敷  川上 竹澤 西出   岩田 八百山 南勝文 
◆米山奨学会◆     寄付者  １２名 
林田千之 下田 金  林田恒正 柿木  松井  
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 

 11 月 15 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 21,000 円 350,000 円 815,000 円 

ロータリー財団 17,000 円 272,100 円 

米山記念奨学会 15,000 円 252,000 円 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １８名 

柿木会長  道木会員西出会員竹吉会員卓話楽しみです。 
上屋敷幹事 皆様本日もよろしくお願い致します。 
林田千之  ロータリーは奉仕を目的とする団体です。経

営者協会や経済団体ではありません。 
下田    企業ＰＲ３会員様ご苦労様です。 
金     地球の裏側の海水温が低いので今年は大雪

になるとか、、、、コロナ、猛暑の夏、大雪とわ

りに合わない話です。 
林田恒正  企業ＰＲをなさる会員の皆様のお話楽しみ

にしています！ 
山下    寒くなりました。会報に載っている蟹が美味

しそうです。 
東角    道木、西出、竹吉会員の皆様企業ＰＲをお願

いします。 
松井    道木会員、西出会員、竹吉会員企業ＰＲ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 

11/15 ３２ ２２ ６ １ ３ 75.86% 

 

＜丸岡高校について＞退職後、隣の丸岡高校への再任用となりました。今年で 4年目です。午前中授業があります。先月

からは、定時制の午後の授業を受け持つことになり、17時まで勤務をしています。 

丸岡高校の剣道全日本選手権で準優勝した林田匡平先生が丸岡高校にいます。剣道の名門 

島原高校出身です。島原南ＲＣとは、姉妹クラブですので、

ご縁を感じます。 

普通科には、特色がないと痛感しました。藤島高校や、高

志高校のような進学校は、難関大学への進学率で特色をだ

せますが、丸岡高校では、なかなかそれは難しいです。県教

委でも問題になっているのですが、福井県で学力をつけさ

せても、難関大学へ進学すればするほど、卒業後に福井県

に戻ってきません。現在 3 割くらい奥越では 2 割を切って

います。就職先がないことがネックです。 

特色を出すために、新しく「未来共創コース」

「スポーツ探求コース」を作りました。 

また、制服も変わります。 

丸岡高校に赴任する際、私は、「地域協働部を作る」「市民公開講座を開設する」「学

校特設科目を開講する」「小中学校と授業の連携」を提案し受け入れられましたの

で、特色づくりをしていきます。 

地域の学校としてこれを前面に押し出していきたいと考えています。 

是非、お子さん、お孫さんに丸岡高校への進学を勧めてください。 

 

 

戸﨑・多田会員 
入会時 100＄ 
含む 

島原新聞 福井新聞 


