
 
  
  

令和４年 ５月１６日（月）第 2068 回例会 

12：30 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 

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  企業ＰＲ⑩（最終回） 

 ＰＲ者：水﨑会員 三寺会員 前川徹会員 

13：30 閉会点鐘 

本日の例会  

令和４年 ５月２３日（月）第 2069 回例会 
＜19：00 開会点鐘 丸岡城のまちコミセン＞ 

スマートフォンを使いこなそう 

生活編・ビジネス編 

令和４年 ５月３０日（月）第 2070 回例会 
＜12：30 開会点鐘 小松屋 お弁当持ち帰り＞ 

会員インタビュー（１回目/３回予定） 

 「ロータリーの精神について」 

ベテランの意見を聞こう！！ 

     

今後の予定  

幹事報告  

≪ガバナー事務所より≫   

①第 2回社会奉仕委員長会議 

⇒5/29（日）Zoom にて開催 竹吉委員長出席予定 

令和４年５月１６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。 



 
 
 
 
  

今日はスポーツ例会です。福井県の感染状況は、連休があった影響からか、感染者数

が多くなってきています。本日ゲーム予定の卓球バレーの先ほどの練習を見ていると、

皆さん大声を出していましたが、本日の例会を中止するわけにはいきませんので、感染

防止の為に、大声を出さずに楽しんでください。本来は、１ゲーム 15 ポイント先取で

すが、11 ポイントにしました。 

今週末に若狭ＲＣの 60 周年記念式

典に幹事と共に出席します。式典後に 

懇親会をする予定でしたが、急遽感染状況を踏まえて、懇親会は

なしにしたようです。 

ここまで、丸岡ロータリーの例会では、感染者を出してきていませ 

んので、今後も感染には十分気をつけて、今日の例会も楽しみましょう。 

＜金会員より＞会長挨拶でもありましたが、ゴールデン

ウイークの影響で、また感染者が増える傾向にありま

す。1人の感染者が次に平均で何人にうつすかの数字は、

0.97 まで落ちていましたが、今日の報告では、1.33と非

常に増えています。連休の影響はもちろんですが、小児 

から若年者のワクチン接種率が伸びていないことも原因のひとつです。若い人たちのなかで感染が広がり、家に

持ち帰るというパターンが続いています。皆さんくれぐれもご注意ください。 

柿木 満雄 会長挨拶                          ５月９日（月） 

米山奨学金授与（５月分）             ５月９日（月） 

曽 則為（チャン・ザ・ウェイ）くん 

皆さんゴールデンウイークはいかがでしたでしょうか？ 

私は就活を引き続きしています。現在は、3社のエン

トリーシートが通り、面接まで進んでいます。今週末、

１社の２次面接があります。それに向けて頑張りま

す。本日もありがとうございました。 

５月度祝事 
会 員 誕 生 日 

5/21 海道会員   52 
5/22 林田恒正会員 83 
5/30 八百山会員  74 

結 婚 記 念 日 

5/1   南利明会員 
5/23  小見山会員 
5/20   松井会員 
5/25  柿木会員 

会 員 夫 人 誕 生 日 

5/21 前川正智 会員夫人 有紀様 
5/25  西出 会員夫人     ゆみ様 



 
  

スポーツ例会                             ５月９日（月） 

「卓球バレーを楽しもう！」   林田恒正会員より説明 

丸岡の老人クラブで４月から始めています。先週の土曜日、大分県から日本卓球バレー

の副会長が来福され、卓球バレー指導員講習会に参加してきました。 

＜卓球バレーのあゆみ＞ 

１９７４年近畿の筋ジストロフィー症児の為の養護学校が「第５回近畿筋ジストロフ

ィー症児交換会スポーツ交流会」を実施。その後競技種目に取り入れられた卓球バレー

の実施に当たり、当時の京都市立鳴滝養護学校がルール作成の中心となり、ルールや用 

具の工夫・改善を重ねていく。平成 30 年の福井国体時の全国障碍者スポーツ大会でも実施された。 

障害のあるなしや程度、年齢にかかわらずプレーできる。福井では、春江が一番盛んである。 

＜ルール＞・15 点の 2 セット先取した方が勝ち・サーブは交代制。１チームの中で 4 名。ネット際の人は、サー

ブ権はなし・卓球台に向かって左側のひとは左手、右側の人は右手しか使えない。・椅子に座ってするので、椅子

からお尻を上げると反則。・６人対６人で対戦。 

 

 

 

 

 

Ａチーム 

林田千之 三寺 上屋敷 
西出 竹吉 チャン 

Ｂチーム 
小見山 水﨑 松井 
瀬野 岩田 南勝文 

ＶＳ 

13点 × 11点 Ｂチーム勝ち 

Ｃチーム 

下田 柿木  前川徹 
川上 八百山 チャン 

Ｄチーム 

金  竹内 道木 
竹澤 海道 岡田 

ＶＳ 

11点 × 7点 Ｃチーム勝ち 

決勝戦 
9点 × 11点 Ｃチーム勝ち 



 
 
 
 

委員会報告                    ５月９日（月） 

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 5 月 9日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 0 円 580,000 円 1,052,500 円 

ロータリー財団 0 円 411,100 円 

米山記念奨学会 0円 384,000 円 

 

◆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 

5/9 ３２ ２３ ２ ４ ３ 79.31% 

 

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 

林田恒正会員へ 
道具のレンタル料などのお礼 
「老人クラブに渡して、またボール等の購入に充てます。ありがとう

ございました。」 

優勝 Ｃチーム 
 
 

準優勝 Ｂチーム 
 


