
 
  
  

令和４年 ５月 ９日（月）第 2067 回例会 

19：00 開会点鐘 

君が代・ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「四つのテスト」 斉唱 

会長挨拶   柿木 満雄 会長 

祝  事  ５月 会員誕生日  結婚記念日 

夫人誕生日 

米山奨学金授与  ５月分 チャン・ザ・ウエイくん 

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 

19：30  スポーツ例会 

 「卓球バレーを楽しもう！！」 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

令和４年 ５月１６日（月）第 2068 回例会 
＜12：30 開会点鐘 小松屋 お弁当持ち帰り＞ 

企業ＰＲ例会⑩（最終回） 

ＰＲ者：水﨑会員 三寺会員 前川徹会員 

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ロータリー財団グローバル補助金奨学生 募集資料 

②2022 年規定審議会 地区報告会 

⇒5/21(土）Zoom にて開催 上屋敷幹事出席予定 

③2022-23 年度 公式訪問についてお願い 

令和４年５月９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。 

４/２５の丸岡城 撮影：川上会員 



 
 
 
 
  

昨日坂井市長と坂井市市議会議員の選挙の投票がありまして、丸岡町の池田氏が当選さ

れ、また丸岡町の候補者も全員当選しました。当クラブ会員の前川徹さんも上位当選で、

おめでとうございます。仲間の方が当選されうれしく思っております。 

先週出張で、博多に行きました。とても人出が多かったです。これでは、コロナ感染は

収まらないなと感じました。私は今のところ、熱が出ていないので、感染していないと思

います。 

物事は、スピードが大切と思います。問題がある場合もありますが、早く処理をするこ

とによって問題もでるでしょうが、結局、早く解決できることが多く、そこで、信頼関係

もできます。 

来週三国ＲＣとの合同例会を予定してます。丸岡ＲＣからは 19名、三国ＲＣからは 18名の出席を予定していま

す。よろしくお願いします。 

＜金会員より＞熱がなくても喉の違和感や鼻水のみで陽性になる人が第６波から増えています。喉の違和感など

がある場合は、抗原検査だけでも受けてください。 

柿木 満雄 会長挨拶                         ４月１８日（月） 

企業ＰＲ例会 ⑨                          ４月１８日（月） 

 (有)ライフサポート 代表取締役 松井 寛 会員 

ライフサポートは、開設後 18 年経ちました。通所介護デイサービス・居宅介護支援事

業（ケアマネージメントする事業所）・小規模多機能型居宅介護・グループホームの４つ

の事業をしています。 

小規模多機能型居宅介護は、丸岡町内には一箇所しかないので、馴染みのないサービス

かなと思います。グループホームは、待機者が非常に多いです。特養には、入所できるの

ですが、グループホームは２０人以上が待機中で、小規模多機能で面倒見ている状況です。 

本日は、制度を熟知している人がご自身でも利用することが多いサービスの小規模多機能型居宅介護について説 

明します。「24 時間 365日」のサービスですので、何時に来て利用し

ても、何時に帰ってもいいです。また、独居の方も利用が多いです。

もちろん夜中でも利用可能です。一人暮らしで認知症の方への訪問

が多いです。デイサービスでは、お昼ご飯だけですが、私の施設では、

ほとんど夕飯を食べてから帰ります。泊りも多いです。このサービス

を受ける際は、ケアマネージャーの資質が問われて、どう利用するか

によってかなりサービスの受け方とか利用の仕方変わってきます。

石川県では老人ホームに、小規模多機能がついてるものが最近は多

くなってます。特養に入る手前の方がこのサービスを受けていると 

いう状況があるようです。「通い」で顔なじみになった職員が「宿泊」や「訪問」の際にも対応するので、非常に

利用しやすいと思います。不明な点は、説明させて頂きますので、どうぞよろしくお願いします。 

＜金会員より＞松井さんのところで、認知症の末期がんの私の患者がデイサービスでお世話になった際、精神状態

がとてもよく、家族も喜んでおられました。大変お世話になりました。 

丸岡鈑金塗装 代表 南 勝文 会員 

自動車販売、修理、車検、鈑金・塗装、自動車保険の扱いと、自動車に関することは概

ねやっていますが、主としては、鈑金・塗装をおこなっています。先代より今年で 53年

目になります。先代からの「お客様の大切な車を１００％の状態まで修理するように」と

の教えを守って今日まで続けています。 

これまでに多くのクルマ

の修理を行っていますが、そ

れと同じく多くの事故状況

も経験しています。その中 

で、どちらの方が過失の多い事故なのかわかりにくい

案件をいくつかご紹介したいと思います。 



 
  

信号機や標識のない交差点で、同幅員の交差点（一方の道路の幅員が「明らかに広い」場合以外の交差点のこと）に

ついての事故状況について説明します。交差点に入るときは、安全確認を行い徐行しながら入らなければならないと法

律で決まっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まだまだ、たくさんの事案がありますが、昨今、ドライブ

レコーダー装着車が増えてきたお陰で事故状況が明確にな

り示談解決も早くなってきます。 

皆様におかれても、事故は気を付けていても決して遭わないとは言い切れません。車を運転する際は、「右よし左よし」

と声掛けしていた教習所の頃のように、運転を始める前から注意する心がけをすると、意外に事故を起こすことが少な

くなると思います。交通事故は、自分の思いと、魔が差したということで起こり得ます。くれぐれもお気をつけてくだ

さい。また、万が一はないに越したことはありませんが、何かありましたら、ぜひ、我が社へご用命ください。 

株式会社 オーエスジー・デザイン 代表取締役社長 多田 清吾 会員 

福井市森田（上野本町 4 丁目）で会社を経営しています。独立してから今年で 15 年目で

す。花堂で 2人からスタートし、板垣に移り、現在は、森田にいます。正社員は 3人です。

男性と女性 2人とパートが 1人、専属の職人さんが 2人、外注部隊は、4～6班で動いていま

す。現在は、時季的にゴールデンウィーク前なので忙しいです。 

エクステリアと外構工事をしています。ハウスメーカーから依頼されることが、６割で、

個人のお客様が４割です。 

個人のお客様は、相見積もりの依頼が多いです。図面を描いて、それを他社へ持って行か

れて、その図面を利用され、ギリギリの金額で、他社に乗換えられてしまうことが多かった 

ため、デザインを有料に切り替えました。

もちろん、契約していただいたら、その分

は、お返ししています。最近は、元々あっ

たお庭を駐車場に変えたりなどＲｅガーデ

ンの依頼が多くなってきました。 

ハウスメーカーの下請けでは、営業が間

に入ると、行き違いが多いので、設計の段

階から外構デザインや、予算について、打

ち合わせに加わっています。 

＜事例１＞ Ａ：左方車 Ｂ：右方車 

   基本過失割合 Ａ：４０％ Ｂ：６０％ 

信号機や標識のない交差点では、徐

行や安全確認の義務が法律で決ま

っています。直進対直進の場合は、

出合い頭的要素と言われ、左方優先

と法律で決まっています。 

 

＜事例２＞Ａ：左折車（左方車） Ｂ：直進車（右方車） 

   基本過失割合 Ａ：５０％ Ｂ：５０％ 

左折直進関係の要素と言われ直進

優先と法律で決まっています。この

場合、先ほど言った左方優先と直進

優先と共に注意義務がかせられる

ため、Ａが 50 Ｂが 50となります。 

   
＜事例３＞Ａ：左方車 Ｂ：右方車 

   基本過失割合 Ａ：４０％ Ｂ：６０％ 

左方優先となります。 

 紛らわしくさせるのは、「同幅員」 

明らかに広いとは、一方の道路がも

う一方の道路より２倍以上広いと、

法律で決まっています。そうでなけ

れば、左方優先になります。通行量

の多少ではありません。 

人身事故の場合は、きちんと道路の幅を測って基本過失

割合をだします。当人同士で解決するともめますので、

専門家に依頼してください。 

 

＜事例４＞直進車Ａが黄信号で侵入し、右折車Ｂが青信

号で侵入した後、黄信号で右折した場合 

  基本過失割合 Ａ：７０％ Ｂ３０％ 

ホームページより抜粋 



 
 
 
 

気温も上がり、よいお天気の中、観光ボランティアの方々の案内で丸岡城を散策しました。（３年ぶり開催です） 

委員会報告                    ４月１８日（月） 

三寺  前川さんおめでとう！！ 
松井  企業ＰＲさせていただきます。よろしくお願いします。 
前川徹 支援下さった方に感謝して。 
道木  企業ＰＲ卓話ご苦労様です。 
竹澤  前川徹さんご当選おめでとうございます！企業ＰＲの皆様よろ

しくお願いします。 
岩田  本日もたくさんのご寄付ありがとうございます。 
海道  いつもありがとうございます。 
竹吉  年度初めの慌ただしさも一息ついた感じです。ゴールデンウイ

ークめざして頑張りたいと思います。 
南勝文 本日も皆様御苦労様です。 
多田  久しぶりの出席です。本日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 

 4 月 18 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 33,000 円 580,000 円 1,052,500 円 

ロータリー財団 21,000 円 411,100 円 

米山記念奨学会 22,000 円 384,000 円 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  ２１名 

柿木会長  松井会員南勝文会員多田会員企業ＰＲ楽し

みです。次回例会の三国さんとの合同例会も

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。 
林田千之  前川徹さんおめでとうございます。 
下田    松井さん南さん多田さん卓話ご苦労様です。 
金     休みが多く心苦しく思っております。 
林田恒正  前川会員市会議員選挙当選おめでとう！ 
山下    前川徹会員ご当選おめでとうございます。 
東角    市長・市議選も終わり落ち着きを取り戻しま

した。皆様ご苦労様でした。 
水﨑    本日もよろしくお願い致します。 
杉本    お天気が続いていますね。本日企業ＰＲよろ

しくお願いします。 
竹内    松井会員南勝文会員多田会員本日の企業Ｐ

Ｒ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 

4/18 ３２ ２２ ６ １ ３ 75.86% 

4/25 ３２ ２０ １２ ０ ０ 62.50% 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １７名 
下田 金  林田恒正 山下 東角 水﨑 柿木 竹内 
松井 道木 上屋敷  竹澤 岩田 海道 竹吉 南勝文 
多田 

◆米山奨学会◆     寄付者  １６名 
下田 金  林田恒正 山下 水﨑 柿木 竹内  松井 
道木 上屋敷  竹澤 岩田 海道 竹吉 南勝文 多田 

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 

三国ＲＣとの合同例会 第2066回例会        ４月２５日（月） 

三国ＲＣ 
 １８名 
丸岡ＲＣ 
 ２０名 参加 


