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丸岡ロータリークラブ会報

～創造を もっと素直に。もっと楽しむ。～

今後の予定

本日の例会
令和４年
12：30

６月１３日（月）第 2072 回例会

令和４年

開会点鐘

クラブアッセンブリー「今年度を振り返って」
① 松井
奉仕プロジェクト理事
② 八百山 クラブ管理運営理事
③ 東角
公共イメージ理事
④ 道木
会員増強理事
⑤ 竹澤
ロータリー基金理事
⑥ 山下
会計
各３分間で、発表を
⑦ 金
ＳＡＡ
お願いします
⑧ 上屋敷 幹事
⑨ 柿木
会長

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「奉仕の理想」 斉唱

柿木 満雄 会長

会長挨拶

修了証授与 ＲＬＩ卒後コース

八百山正栄会員

上屋敷 貴紀 幹事

幹事報告
委員会報告

①
②

例会出席報告
ニコニコ箱 ﾛｰﾀﾘｰ財団 本日の寄付報告

13：00

会員インタビュー（３回目/３回予定）
「ベテランと若者の調和について」
中堅会員の意見を聞こう！！

13：30

閉会点鐘

ロータリー基金、米山奨学会への寄付について
送金処理の関係上、6/20 今年度最終日です。

令和４年

６月２７日（月）第 2074 回例会

＜18：00 開会点鐘 小松屋＞
17：30～ 受付
18：00
開会点鐘
18：30
お疲れさん会 開宴

幹事報告
≪ガバナー事務所より≫

①

６月２０日（月）第 2073 回例会

＜19：00 開会点鐘 丸岡城のまちコミセン＞

2022 年規定審議会（
「国際ロータリー」

＜新年度＞場所時間 クラブ細則通り

『クラブと地区に関連する重要な変更』について

令和４年

７月

４日（月）第 2075 回例会

②

4.29「地区国際奉仕セミナー」発表資料

バッチ交換

祝事

③

2022-23 年度地区職業奉仕関連事業日程

米山奨学金授与（７月分）
活動方針発表① 会長・幹事・各理事役員

令和４年

山中ＲＣ・三国ＲＣ会長幹事表敬訪問

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。

ビジター受付のみ実施日

７月１１日（月）第 2076 回例会

活動方針発表② 各理事役員・四大奉仕委員長

詳しくは

県下ロータリークラブ全て、ビジター受付はありません。

https://rid2650-pub.com/

柿木 満雄 会長挨拶

６月６日（月）

先日、元会員の西野清志さまのお悔やみでご自宅を訪問しました。奥様から、
「皆様お元気
でしょうか？主人は、ロータリークラブで楽しく過ごしていました。ありがとうございまし
た。
」とお話いただきました。ご報告させていただきます。
さて、本日の新聞に「政府は夏以降、飲食、宿泊業について、従業員の厚生年金加入を義務
付ける個人事業所の範囲を拡大する制度改正の本格検討に入る。2025 年の通常国会で必要な
法改正を目指す。」という記事が掲載されていました。社会保険については、少子高齢化が進
んでいるために、支える人の負担が増えるでしょうし、消費税の税率も上がることが予想され
ます。現在の復興税の課税期間が終了後は、今度はコロナ税のようなことが出てくるのではな
いかと思います。
このように、将来は若い方たちに日本経済を支えていただくように、丸岡ロータリーでも若
い会員さんたちにぜひ頑張っていただきたいと思います。
本日は、ロータリーの未来について語るということで、意見をお聞きしますので、インタビューに答えていただける
方には、よろしくお願いします。

米山奨学金授与（６月分）

６月６日（月）

曽 則為（チャン・ザ・ウェイ）くん

７月５日（月）
先週の金曜日に、日本発條株式会社の最終面接を受け、合格しました。来年からは横浜で頑
張りたいと思います。
昨年は、若狭町の観光動画作成をしました。今年度は、池田町の観光動画を作成する予定で
す。完成したら、皆さんにお見せしたいと思います。本日は、ありがとうございました。
日本発条株式会社：日本発条（にっぽんはつじょう、NHK ニッパツ）は、神奈川県に拠
点を置く、ばねや自動車用シートを製造する自動車部品メーカーです。日産自動車やト
ヨタ自動車、いすゞ自動車など日系の自動車メーカーを中心に製品を供給し、中でも自
動車の懸架ばね（自動車の車体を支えるばね）では世界シェア 1 位を誇ります。

会員インタビュー②
内容を企画した理由について

６月６日（月）
プログラム委員長

三寺 康信 会員

先週もお話しましたが、再度お話します。杉本年度で、年齢別のテーブルディスカッション
をしました。その際に、年齢が下がるにつれ、ロータリーが楽しくない割合が増えるように、温
度差があるのは、なぜか、またその溝を埋めていくためにどうすればよいのかを考えていきた
いと思い、今回の例会を企画しました。そこで、まずベテランの意見を先週、林田千之会員、林
田恒正会員、下田会員にお聞きしました。今日は、若手の皆さんにお聞きします。そして来週
は、ベテランと若手をうまくコーディネートしてもらうために、中堅の会員の皆さんの意見を
聞きたいと思います。よろしくお願いします。

「ロータリーの未来について ～若手会員の意見を聞こう！」
三寺：先週は、ロータリーの良さとして、親睦人脈ができる・さまざま
な体験ができることを聞きました。皆さんは、入会して良かっ
たことはどこでしょうか？
西出：普段の生活での人脈や友達の繋がりでできない様々な会社の経
営者や人生経験をされた先輩方と、雑談をしたり、食事を共に
したりして、その方の人生に触れさせて頂けるようなことが一
番入会して楽しい、良かったと思います。また、お城のある町に住んでているにも関わらず、詳しいことを知ら
ずに過ごしてきたのですが、入会後、丸岡城のことについてお聞きする機会があり、自分の子供にも伝えること
ができたことも良かったことの一つです。
竹内：入会して 10 年になります。ロータリークラブの活動では、皆さん同じような活動してるの
で、同じような体験があるかと思います。前回、林田恒正会員もお話の中にあった、
「栗林
会」という福井北ＲＣの麻雀同好会に一度参加する機会があり、栗田知事と林田恒正さん
と同じ卓になったことがあります。もう一人の方の顔が視界に入らないくらい緊張もしま
したが、こんなにすごい体験は二度とないなと思い楽しい時間を味わいました。
岩田：お店に来られたお客様のロータリークラブの方に、よかったら一度クラブの例会に来ない
かと誘われて、参加してみました。その後も、そのロータリークラブの方との交流ができた
ので、良かったなと思います。

三寺：親睦と人脈が良い点とお話されていますが、それなのに、どうして、温度差があるのかを聞きたいです。
竹内：私個人の意見ですが、先輩の存在が大きすぎて、気軽に話かけられないような大先輩と同じクラブに入ったから
といって、例会などで、フレンドリーにはなかなかできないです。
三寺：30 代 40 代の人が楽しいと思っているのかを疑問に感じていますが、いかがでしょうか？
西出：
「楽しむ」というのは、先輩を前にしていうのは、ちょっと気が引けます。私は、ロータリーを「修練の場」と思っ
ています。事業をする際に、理事会で説明した際に、意見をいただいたり、資料の作成方法のアドバイスをいただ
いたりなど、全てが勉強と思っているので、それが楽しいです。
岩田：入会時は、毎回来る度に緊張しており楽しくはありませんでした。皆さんが、気遣って話しかけたりしてくださ
るので、例会や、奉仕活動に参加しなければいけないなという思いが強くなり、また参加することによって少し
ずつ楽しくなってきました。
三寺：
「出席は義務」ということについてどう思いますか？
竹内：入会時に教えていただいたので、当然のことと思っています。
西出：例会に出席することによって皆さんと話ができるので、義務でなくても出席したいと思いま
す。先日のスポーツ例会では机に座って行う例会時と違い、皆さんの意外な一面も拝見でき
たのでとても楽しかったです。そのように、出席するからこそ、親睦が深まると思います。
岩田：例えば、出席してもしなくても、どちらでもいいとなると、クラブとしては成立しなくなるの
ではないかと思うので、ある程度は義務にすることは、仕方がないと思います。
三寺：10 年後まで丸岡ロータリークラブは、続くのだろうか？出席について緩和することはどう思いますか？
西出：私個人的には、例会に出席したいので、出席しています。
「義務」という言葉ではなく出席したいと思える例会に
していく工夫が肝要だと思います。
岩田：若い人たちは、損得勘定で動くところがあると聞くので、義務というより、自分自身にとって価値がある例会であ
れば出席すると思います。また、仕事の関係上どうしても、出席できないこともあります。
三寺：会員増強ができていませんが、勧誘しても断られるのはなぜでしょうか？
西出：友達に入会を勧めても、
「仕事に繋がるのか？」
「ロータリーとはどういうところか？」と問われてもきちんと説明
できないことに一理あります。
竹内：人口も企業の数も、様々な会の会員数も減っているので、ロータリークラブの会員数が減るのは当たり前のことだ
と思います。だからこそ、今いるメンバーを退会させないようにすることが重要だと思います。また、真剣に入会
の勧誘をしている会員はどれくらいいるのかなと感じます。委員会だけに任せているのも問題かと思います。ま
た会員増強委員会の活動も見えてこないですし、毎年同じようなこと言って、そのまま終わってしまっていると
いう単年度制の弊害かと考えます。
三寺：過去に作成した入会勧誘リストも活かしきれていないように思います。
竹内：会員を勧誘することは大事なことだと皆が思っていても、最優先事項としていないことが一
因のように思います。
三寺：改善点を聞きたいと思うのは、今の時代にマッチングしていないのではないかと感じている
からです。皆さんの意見を出し合って例会時間を夜に変更したことによって、若い世代の人
の入会に繋がったように、少しずつでも変化させていかなくてはならないと感じています。
会費や例会回数などについて、意見をお願いします。
西出：配偶者に許可を得てから入会を考える人が多いと思います。家族の理解を得るのは大切だと思います。私の配偶者
が意識してくれるようになったのは、奉仕事業でのホームステイを受け入れたりなどした時からです。クリスマ
ス家族会に参加して楽しんでいました。
竹内：10 年間で青少年委員長ばかり３回もしたのですが、自分の子どもの面倒もみずに！！とちくちく言われたことも
ありますが、私の配偶者は協力的です。
＜会員から質問＞
柿木：コロナ禍で懇親会がなかったのは申し訳ないです。出席率 100％例会を会長方針にいれましたが、達成できてい
ません。お昼例会も試みましたが、出席率が上がりません。仕事の商談なら必ず行くのに、例会は出席しないの
はなぜでしょうか？
岩田：ロータリーへの出席は、優先順位が低いから出席しないのではないでしょうか？
西出：欠席したら、何かしらの罰を与えるとか・・・・冗談ですが。
竹内：開会の時間は関係ないと思います。会長または出席委員会が、電話などで一人一人に例会出席を呼び掛けるとよい
のではないかと思います。
千之：家族会を開催しても、若い会員の家族連れが少ないように思います。どうしてでしょうか？
西出：私は、家族を連れて出席しました。子どもたちも楽しかったと言っています。
竹内：我が家は、休日には、子どもの用事が必ずあるので、夫婦で一緒には難しいことが多いです。
三寺：皆様ありがとうございました。ロータリーに携わった先輩方は、ロー
タリーが楽しいと思えるのではないでしょうか？若い人もロータリ
ーに携われば子どもと一緒で愛着がわくように思います。年配者も
若い人が積極的に携われるような環境を作って欲しいです。

次年度第１回理事会
【審議事項】

報告

６月９日（木）

＜全て全会一致で承認＞

①会長方針について

日

②組織案について

時

内

祝事 バッチ交換
米山奨学金授与（７月分）
活動方針発表① 会長・幹事・各理事役員
山中ＲＣ・三国ＲＣ 表敬訪問
活動方針発表② 各理事役員・四大奉仕委員長

7/4（月）

③年間プログラムについて
④７月プログラムについて

7/11（月）

⑤新役員披露会について

7/18（月）

海の日

7/25（月）

新役員披露会

⑥2022-23 年度クラブ予算について
⑦四大奉仕委員会 年間活動計画について

容

休会

⑧出席免除会員について

委員会報告

６月６日（月）

◆ロータリー財団◆

寄付者

◆出席報告◆

１４名

南利明 林田千之 下田 山下 水﨑 柿木 竹内 松井
上屋敷 竹澤
岩田 海道 竹吉 南勝文

◆米山奨学会◆

寄付者

１５名

例会日

会員数

6/6

３２

出席委員会
出

席

届有
欠

届無欠

６

２

２１

南利明 林田千之
下田 林田恒正 山下 水﨑 柿木
竹内 松井 上屋敷 竹澤 岩田 海道 竹吉
南勝文 ◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会

◆ニコニコ箱◆

寄付者

１９名

6月6日

柿木会長

竹内さん西出さん岩田さんロータリーの未
来についてお願い致します。
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
来客があり遅れました。
下田
妻の誕生日を自祝して。
林田恒正
会員インタビュー楽しみにしています！
山下
竹内さん南さん予選通過おめでとうござい
ます。決勝では 10 位以内を目指して頑張っ
てください！
水﨑
本日もよろしくお願い致します。
杉本
本日もよろしく。
竹内
結婚記念日を自祝して。
三寺
インタビューよろしく。
松井
会員インタビューよろしくお願いします。

６月度祝事

会
6/1

員

誕 生

釣部 会員

6/1

例会出席率

３

累計

72.41%

会費含む累計

ニコニコ箱

38,000 円

678,000 円

ロータリー財団

40,000 円

506,100 円

米山記念奨学会

42,000 円

477,000 円

1,150,500 円

前川徹
西出

大阪の大学に進学した次女が福井で就職活動を始めました。
会員インタビュー楽しみです。今週気温が低いので体調管理
に気を付けましょう。
岩田
本日もたくさんのご寄付ありがとうございます。
前川正智 本日もよろしくお願いします。
海道
いつもありがとうございます。
竹吉
本日もよろしくお願いいたします。
南勝文
本日も皆様御苦労様です。

日
83

6/5

記

欠席

ロータリー基金委員会

会 員 夫
結 婚

出席免除者

念 日

竹内 会員

6/12 三寺 会員

人 誕 生

竹内 会員夫人

日
佳名子様

6/15 下田 会員夫人

光子様

6/18 前川徹 会員夫人

久仁英様

6/20 戸﨑 会員夫人

絵理様

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

