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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。～

本日の例会
令和４年
19：00

今後の予定

４月１８日（月）第 2065 回例会

令和４年

＜12：15 開会点鐘 丸岡城 お弁当持ち帰り＞

開会点鐘

12：00～ 一筆啓上茶屋前 受付
12：15
開会点鐘（会長挨拶）
12：20～ 丸岡城周辺の散策
ｶﾞｲﾄﾞ役：丸岡観光ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ協会
13：05
閉会点鐘

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「我らの生業」 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
②
19：30

４月２５日（月）第 2066 回例会

令和４年

５月

２日（月）ＧＷ中につき休会

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
企業ＰＲ

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。

⑨

松井会員 南勝文会員 多田会員
20：00

企業ＰＲ例会⑩（最終回）
５月以降に予定しています。
ＰＲ者：前川徹会員 水﨑会員 三寺会員

閉会点鐘

幹事報告
≪ガバナー事務所より≫

①ロータリー研究会並びに懇談会
6/11 ホテルグランヴィア京都にて
クラブ会長対象
②財団 グローバル補助金について
アンケート協力依頼

ビジター受付のみ実施日

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

４月１８日（月）

4 月 3 日京都での地区大会に奥様を含めて、11 名の方と参加してきました。京都はお花
見シーズンで、道路も渋滞していました。丸岡城も満開になっています。ここ 2、3 日が
一番の見頃ですので、ぜひ散策されてみたらいかがでしょうか。
コロナ感染者が 200 人前後で高止まりしています。私の保育園に通う孫も感染してしま
いました。上の子が小学校１年生になりちょうど入学式だったのですが、出席できずに残
念でした。私は、長男家族とは別居しているので濃厚接触者には当たらずＰＣＲ検査対象
外でした。皆様も十分お気をつけてお過ごしください。
坂井市議会選挙が公示され、選挙戦が始まっています。平成 28 年に選挙権年齢が「満
18 歳以上」に引き下げられ、今回の選挙も 18 歳以上が有権者となります。
残すところ今年度もあと 3 か月となりました。最後まで頑張っていきますので今後ともよろしくお願いします。

企業ＰＲ例会

⑧

４月１１日（月）

(有)丸岡マーク 代表取締役 山岸 功 会員
織ネームの販売をしています。私の父親は広巾の機屋を営んでいました。大学には進学
せず、坂井繊維関連の工場で４年間勤務しました。
その後、父親の会社に入社しましたが、ちょうど景気が悪くなっている時期でした。父
親の会社では、正絹といわれる着物生地を織っていました。絹糸の経糸と横糸を水で合わ
せて織るので、冬はとても寒かったです。
京都の問屋へ納めていました。父親と四条の商社へ行くととてもよい待遇でしたが、一
人で行くと、父親のときのようなことはなく、継いでいくことを考え始めました。
撚糸工連事件の頃、織機の買い上げがありました。それを機に、機屋を廃業し織ネーム
を立ち上げました。
ある時、ＮＨＫの取材を受けた時がありました。織機の買上げの取材のはずが、話題を変えて撚糸工連事件につ
いて尋ねてきました。ニュース映像を確認すると、私の意図とは違う編集をされていました。報道を鵜呑みにして
はならないと、その時痛感しました。
その後、100 万円で織ネームの機械を購入しました。下請けより、直接ネームを付ける縫製会社へ直接販売する
方がよいと考えました。岡山の縫製会社を紹介されて、ネームの注文をもらうために、何度も訪ね半年くらいした
らやっと信頼を得ました。取引先も増えました。また、景気の良かったころ、多くの受注をさばききれなかった際
に、助けていただいた方がいました。そういう経験をして、物を売るより、人間を売らなければと思いました。
「人を大切にする」「納期を厳守する」
「産地を大切にする」この３つが私の根幹です。
東角建設株式会社 代表取締役 東角 操 会員
福井で大学を卒業後、海外で仕事したいという夢があり、味の素の建設部門に勤務しま
した。その間、ニューギニアの小さな島に、当時資本提携していたマルハ大洋漁業と缶詰
工場を作る調査の為に、現地に赴任する機会がありました。滞在期間１か月に現地の人と
一緒に釣りをするなど交流し、東南アジアに魅せられ、その後の人生においておおきな影
響を受けました。
その後、父親から会社を任されることになり帰福しました。味の素勤務の頃とは違う、
木造住宅、建物等について勉強しながら経営を始めました。青年会議所時代に様々な人に
出会うことができ、一生懸命に活動しました。チャンスがあった時には、
「はい喜んで！
と受けろ」という教えに従って、理事長や、ブロック長をさせていただく機会に恵まれま
した。その後、重油災害ボランティアや、県会議員も経験しました。そういう形で、チャンスを頂いて「はい喜んで」
スタンスで過ごしてきたことが、人脈や仕事にも繋がってるので、ありがたいです。

東角建設株式会社では、３部門に分けています。
・住宅、商業建築物、工場倉庫、神社仏閣などの新築・リフォーム部門で 4 億円
・官公庁等や一般法人の競争入札案件部門で 4 億円
・太陽光発電所建設部門で 4 億円
経営理念は、
「我々は顧客第一の信念に徹し、社業を通じて地域社会づくりに貢献する」です。
グループ会社では、太陽光発電所を 13 箇所（発電容量年間 210 万 kwh 一般家庭 500 件分）所有、商業店舗は、三箇
所、アパート１か所 所有しています。
2011 年の東日本大震災時に、東電の福島第一の事故により、地域が壊滅状態になったことを目の当たりにして、ショ
ックを受けました。福井県は、原子力発電所を多く抱えているので、少しでも原発に頼らなくてもよくなるようにとい
う想いで、太陽光発電所の建設に関わり始めました。
・太陽光発電所の企画・開発・設計 合同会社ビジネスサポート
・投資して、発電所からの電気を買っていただいて事業が成り立つＰＰＡ（ Power Purchase Agreement）

SBC エ

ネジー株式会社
・役所の屋根を利用して、太陽光発電を設置し、災害時にもその電気を利用してもらうよう自治体に提案
このように、最近は、太陽光発電所の事業が非常に多いです。県外にも進出しています。最近の事例では、新潟で 10 万
平米の土地を利用して発電所を建設、その隣にあるブルボン製菓の工場の屋根にも、設置しています。地球に対する負
荷を少なくするような事業で貢献していきたいと考えています。
今後の課題としては、事業の継承をどのようにしていくかです。

(有)サポート観光 代表取締役 八百山 正栄 会員
現在、バスの運賃は国土交通省の定めにより決まっています。
皆様に伺いますが、あなたは年式が古く、走行距離が 100 万キロに近い、又、走っていて、
何の安全評価もない、社員教育も無い、塗装は車両が古いから塗り替えて、新しく見える車
両を選びますか？それとも、きれいで安全性も高くフル装備、快適で危険性の少ない、教育
を受けた乗務員が運転する車両を選びますか？選択するのは皆様です。
サポート観光は、県・市町村、保育園～高校、大学、社会福祉団体、老人婦人会、町内会
など、各種団体の皆様方から、ご予約の依頼をたくさん頂戴いたします。
「きれい」で「安全性」も高く「フル装備」で「快適」で「危険性」の少ない、高い社員
教育を受けた乗務員が運転するバスだから、
「我先に予約を入れてきます」
観光バスは、普通の家が 2 軒建つ位の金額です。しかし、お客様から愛される頻度が多ければ、最低運賃でも営むこ
とは可能になります。お客様の事を優先順位の第一位として考えるからこそご利用頂けるのです。私は、この様な考え
を全社員に伝えます。
当社は月 1 回、全員が集まり昼食を共にして、全体会議をしています。
「トップダウン」ではなく
「ポトムアップ」で行います。そしてここに全体のコミュニケーションが必ず生まれてきます。
昨年 6 月号(バスラマ)という業界誌に全 6 ページにわたって、掲載されました。また、超シンプル
で超斬新なデザインと色使いで、超経費の掛からない、しかも観光地の駐車場で、誰も間違わず戻っ
てくるという、
「会社にもお客様にも優しいバス」として評価を得ています。一度、皆さんもご利用
して見ては如何でしようか。
「チョッと仲間とチョッとそこまで」は、当社のキャッチフレーズです。
本当に気楽に、お気軽にご連絡をいただければ、サポート観光は必ず「皆さんのサポート」を完璧に
行います。ハートマークの☆ 3 つは伊達ではありません。

米山奨学金授与（４月分）
曽

４月１１日（月）

則為（チャン・ザ・ウェイ）くん

こんにちは。お久しぶりですね。私は 4 年生になりました。
今年は、卒業研究を中心に授業が行われます。 今流行りの AI を用いて燃料を
判別する研究です。卒業研究に向けて、頑張りたいと思います。
今から気温がどんどん高くなるので、皆さんも水分補給をして、気を付けてくだ
さい。
今日はありがとうございます。

委員会報告

４月１１日（月）

◆ロータリー財団◆

寄付者

１３名

◆出席報告◆

釣部 林田千之 下田 林田恒正 東角
水﨑 柿木
道木 上屋敷
竹澤 岩田
八百山 南勝文

◆米山奨学会◆

寄付者

１２名

釣部 林田千之 下田 林田恒正 水﨑 柿木 道木
上屋敷
竹澤 岩田 八百山
南勝文

◆ニコニコ箱◆

寄付者

例会日

会員数

4/11

３２

出席委員会
出

２１

!"&#幹事

松井L寛

竹澤L俊彦

届無欠

１１

０

4 月 11 日

柿木会長
本日もよろしくお願い致します。
上屋敷幹事 皆様本日もよろしくお願い致します。
南利明
誕生日を自祝して。
釣部
山岸さん東角さん八百山さん卓話ご苦労様
です。
林田千之
山岸さん東角さん八百山さんご苦労さん
下田
久しぶりの京都でした。桜もきれいでした。
林田恒正
企業卓話の皆様よろしくお願いします！妻
の誕生日を自祝して。
東角
結婚記念日を自祝して。
水﨑
今年は、女形谷の桜、足羽山のしだれ桜、明
治橋の桜、海津大崎の桜など、多くの桜を見
てきました。

!"!#会長

届有
欠

出席免除者

欠席

０

例会出席率

65.63%

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会

１６名

地区研修・協議会へ参加

席

累計

会費含む累計

ニコニコ箱

28,500 円

547,000 円

ロータリー財団

14,500 円

390,100 円

米山記念奨学会

14,000 円

362,000 円

1,019,500 円

道木
竹澤
岩田
八百山

企業ＰＲ卓話よろしくお願いします。
誕生日を自祝して。
本日もたくさんのご寄付ありがとうございます。
桜が満開になりましたが、本日の卓話で花が散らないように
頑張ります。
前川正智 本日もよろしくお願いします。
海道
もう春ですね。いつもありがとうございます。
南勝文
本日も皆様御苦労様です。

４月１０日（日）
& # )*+管理運営 0#奉仕3 456) 7

竹吉L睦

八百山L正栄

会員増強拡大

C# 4=DE=財団
米山

杉本L政昭

水﨑L亮博

8# 公共;<=5

表彰：ロータリー財団」
ＭＰＨＰ +１
累計 1,000＄以上寄付
東角

京都国際会館にて 次年度役員参加

操 会員

開会式、特別講話（ＲＩ理事千玄室氏）
各分科会
修了証：ＲＬＩパートⅢ

４月度祝事
八百山 正栄 会員

会

員 誕 生

日

4/16 竹澤会員

55

4/17 西出会員

43

会

4/25 上屋敷会員 41

4/5

4/28 南利明会員 85

員 夫 人

誕 生 日

林田恒正 会員夫人 喜代美様

結 婚 記 念 日
4/5

道木会員

4/25

東角会員

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

