
 
   

令和４年 １月１７日（月）休会 

令和４年 １月２４日（月）休会 

令和４年 １月３１日（月）休会 

 

本日の例会  

令和４年 ２月 ７日（月）第 2063 回例会 
＜19：00 開会点鐘 丸岡城のまちコミセン＞ 

祝事  米山奨学金授与（２月分） 

クラブアッセンブリー 

「後期活動に向けて」 

各担当理事より 

令和４年 ２月１４日（月）第 2064 回例会 
＜12：30 開会点鐘 小松屋 お食事あり＞ 

企業ＰＲ例会⑧ 

ＰＲ者：前川徹会員 水﨑会員 三寺会員 

令和４年 ２月２１日（月）第 2065 回例会 
＜19：00 開会点鐘 丸岡城のまちコミセン＞ 

スポーツ例会 「卓球バレー」 

令和４年 ２月２８日（月）第 2066 回例会 
＜12：30 開会点鐘 小松屋 お食事あり＞ 

企業ＰＲ例会⑨ 

ＰＲ者：八百山会員 山岸会員 山下会員 

 

 

 

 

 

 

今後の予定  

幹事報告  

≪ガバナー事務所より≫   

①1/29 財団補助金管理セミナー 開催中止 

②2/20 地区職業奉仕講演会 

ZOOM での視聴参加のみでの開催に変更 

③国際奉仕事業についてのアンケート 

令和４年１月２１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/ 

 

感染状況によっては、 

例会予定を変更する場合があります。 

 
企業ＰＲ例会⑩（最終回） 

３月以降、夜例会時に予定しています。 

ＰＲ者：多田会員 松井会員 南勝文会員 

 
企業ＰＲ⑩ 最終回 



 

 

 

  

新年明けましておめでとうございます。皆様におかれましては、ご家族でご壮健にて新

年を迎えられたこととお慶び申し上げます。 

先ほどは、神殿にて参拝をさせていただきました。緊張していまして、作法を間違えまし

た。個人的には会社で 20数年来新年参拝を続けているのですが、今年は、４日に新年参拝

しました。その際も神主さんからの今日と同じような、お話がありました。今年は寅年とい

うことで世間一般でもよく言われますけど、荒れる年、良い意味で、荒れて欲しい、また皆

さんで導いていって欲しいと思います。一般の神社では、2礼２拍手１礼ですが、出雲大社

では、2礼 4拍手１礼です。（祭礼の際は、2礼 8拍手１礼） 

私の年度もあと半年となりました。コロナ禍ではありますが、事業を進めていきたいと思います。本年もよろしくお

願いします。 

柿木 満雄 会長挨拶                         １月７日（金） 

曽 則為（チャン・ザ・ウェイ）くん 

皆様、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。 

元日に初詣に行きました。夜中でも人がたくさんいて驚きました。 

最高の一年にしたいと思います。 

米山奨学金授与（１月分）             １月７日（金） 

【審議事項】       

 ①２月プログラムについて 

  

第８回理事会報告                         １月７日（月） 

日  時 内  容 

2/7（月） 19：00 

祝事 米山奨学金授与（2 月分） 

会員企業ＰＲ ⑧ 

担当：多田 松井 南勝文 

2/14（月） 12：30 
会員企業ＰＲ ⑨ 

担当：前川徹 水﨑 三寺 

2/21（月） 19：00 スポーツ例会 「卓球バレー」 

2/28（月） 12：30 
会員企業ＰＲ ⑩ 

担当：八百山 山岸 山下 

 

１月度祝事 

会 員 誕 生 日 

1/16  多田会員    54 
1/30  東角会員  64 
1/30  前川会員  60 
 

会 員 夫 人 誕 生 日 

1/ 2  南利明会員夫人   雅子様 
1/ 3  道木 会員夫人   清美様 
1/18  南勝文会員夫人  智恵美様 
1/25  八百山会員夫人  真澄様 
1/29  山下  会員夫人 幸恵様 



 

 

 

 

  

  

新年参拝                      １月７日（金） 



 

 

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                     １月７日（金） 

竹内   あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いし

ます。 
松井   明けましておめでとうございます。５日に孫が生まれました。

初孫は男でした。 
前川徹  母の米寿を祝して。今年は年男、還暦を迎えます。 
道木   あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いし

ます。 
川上   明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致

します。今年も皆様とお会い出来、とてもうれしいです。 
竹澤   皆様新年あけましておめでとうございます。 
西出   新年明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い

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  新年明けましておめでとうございます。宜しくお願いします。 
前川正智 本年もよろしくお願い致します。 
海道   あけましておめでとうございます。 
南勝文  本年もよろしくお願いします。 
戸﨑   新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願

いします。 

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 1 月 7日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 34,000 円 494,000 円 966,500 円 

ロータリー財団 32,000 円 354,100 円 

米山記念奨学会 32,000 円 331,000 円 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  ２５名 

柿木会長  本年も皆様よろしくお願い致します。 
上屋敷幹事 皆様新年明けましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。 
南利明   明けましておめでとう御座います。本年もよ

ろしくお願いします。 
林田千之  明けましておめでとうございます。礼儀は和

を保つもと。 
小見山   新春を元気に迎える事が出来感謝です。本年

もよろしく。 
下田    新年明けましてお目出度うございます。 
奥村    皆さん、あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願い致します。 
林田恒正  新年明けましておめでとうございます。皆様

にとってよいお年になりますように！ 
山下    皆様明けましておめでとうございます。今年

もよろしくお願いします。 
東角    新年あけましておめでとうございます。皆様

にとって平穏な年でありますように。 
水﨑    あけましておめでとうございます。本年もロ

ータリー活動しっかり取り組みましょう！ 
杉本    本年もよろしく！柿木会長後期もがんばっ

て下さい。 

◆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 

1/7 ３２ ２５ ３ ０ ２ 90.00% 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者  ２５名 
南利明 林田千之  下田 奥村 林田恒正 山下 東角 
水﨑  柿木 杉本 竹内 松井 前川徹  道木 
上屋敷 川上 竹澤 西出 岩田 八百山  前川正智 
海道  南勝文   戸﨑 多田 

◆米山奨学会◆     寄付者  ２５名 
南利明 林田千之  下田 奥村 林田恒正 山下 東角 
水﨑  柿木 杉本 竹内 松井 前川徹  道木 
上屋敷 川上 竹澤 西出 岩田 八百山  前川正智 
海道  南勝文   戸﨑 多田 

１２月２４日１３時～ 
丸岡高校・坂井高校・タイバーンガオ高校オンライン交流実施 
松井会員 西出会員 竹吉会員 Ｚｏｏｍで視聴参加 

クリスマスプレゼントは無事に 
タイの高校生に届きました。 
 

Ｚｏｏｍの画面 


