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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
12：30

今後の予定

４月１１日（月）第 2064 回例会

令和４年

＜19：00 開会点鐘 丸岡城のまちコミセン＞

開会点鐘

君が代・ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「四つのテスト」

祝

令和４年

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

ロータリー財団
MPHF +1（累計 2000＄以上) 東角会員

彰

修了証授与 ＲＬＩパートⅢ 八百山会員
米山奨学金授与

４月分 チャン・ザ・ウエイくん
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。

上屋敷 貴紀 幹事

幹事報告

４月２５日（月）第 2066 回例会

＜12：15 開会点鐘 丸岡城 お弁当持ち帰り＞

４月 会員誕生日 結婚記念日
夫人誕生日

事

表

企業ＰＲ例会⑨
ＰＲ者：多田会員 松井会員 南勝文会員

斉唱

柿木 満雄 会長

会長挨拶

４月１８日（月）第 2065 回例会

委員会報告

①
②
13：00

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

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

⑧

山岸会員 東角会員 八百山会員
13：30

幹事報告

閉会点鐘

≪ガバナー事務所より≫

創立 30 周年記念で植樹した
枝垂桜が５分咲きです。
奥村会員より 4/6 撮影

①ウクライナでの人道的危機へ対応
ロータリ災害救援基金へ 2650 地区財団活動資金
（DDF）
より 25,000 ドルを寄贈
②5/28 公共イメージ担当者会議
→Zoom 会議
★本日の配布物
・ロータリーの友・ガバナー通信 ４月号

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

３月２８日（月）

皆様こんにちは。本日の例会は、1 月 7 日國神神社での新年参拝以来の久しぶりの例会となり
ます。休会が続きまして、皆様にはご不便おかけしましたことをお詫びします。
先日の理事会開催の前日には、感染者数が 82 人まで減ったので、いつまでも待っても仕方
ないのではないかという意見があり、感染対策をして理事会にて開催ということに決定しまし
た。お昼例会時にはお弁当は持ち帰りとさせていただきます。
さて、2 月末あたりから、ウクライナにロシア軍が侵攻し、毎日のように報道されています。
日本では北朝鮮の脅威はありますが、明日生きるか死ぬかのような瀬戸際ではなく、今日も例
会が開催され、仕事もでき、友達とも交流でき、本当につくづくありがたいなと思います。
４月３日は、地区大会です。申込された方は、体調を考慮して、自己判断で京都へ参加を検
討ください。
４月２５日には、今年度最後の行事となるかと思いますが、三国ＲＣとの合同例会を予定し
ています。お昼に丸岡城を丸岡観光ボランティアガイドの皆さんの御協力で、散策するという企画にしました。
今日から、ロータリーの幕が新しくなりました。また、本日は、ＺＯＯＭでの参加者が１名です。

企業ＰＲ例会

⑦

３月２８日（月）

社会福祉法人城久会 理事長 林田 恒正 会員
私が関わっている福祉団体についてご説明を申し上げます。
①社会福祉法人城久会 丸岡町上安田 理事長（非常勤）
・経費老人ホーム（定員 50 名）
私が会長時、職場訪問で皆さんに見学頂いたことがあります。特徴は、介護度 3 までの元気
な人が利用可能です。個室で食堂入浴等のサービスがあり、年金の収入が多ければ負担金が高
くなるという施設です。軽費老人ホームは、坂井市には、ここと春江の 2 ヶ所しかありません。
・四ツ葉保育園（利用者 154 名）
東角会員竹内会員道木会員の支援を得て、女性の設計で建設され、非常に喜ばれております
②社会福祉法人すいせんの里 福井市東大味 業務理事（非常勤）
県内唯一の自閉症の施設です。自閉症の障害度５～６の人で普通の障害者福祉施設では受け入れてもらえなかった人の
保護者の皆さんが施設を作りたいという希望があり、支援に関わりました。自閉症の人は、コミュニケーションは取れ
ないが、記憶力が良かったり、素晴らしい才能を持っていたりする人もいます。先週の土曜日には、ふくたねの社長が
福井北ＲＣのメンバーというご縁で、福井北ＲＣのメンバーと共に、じゃがいも植えをしました。
③ＮＰＯ法人福祉ネットこうえん会 福井市 会長（非常勤）
社会福祉を一般の人たちに理解してもらう活動をしようということで、日本財団の支援を得て北海道から九州まで各大
学の先生を講師に迎え講演会や、福祉施設との交流を図ってきました。コロナ禍で活動は中断してます。その活動の中
から、障害者の方々からご相談を受けて 3 月には山下会員の支援を得てあわら市東田中坪江に作業所を作りました。国
庫補助金を受けず、自費で建設しました。ソフトボール大会には、丸岡ＲＣからの支援をうけています。柿木会長の会
社で勤務する方には、素晴らしい選手がいます。
④社会福祉法人慈心会 福井市・永平寺町 理事（非常勤） 特別養護老人ホーム（定員 100 名）
元々の母体は、福井市板垣の奥村整形病院の院長先生が施設の理事長です。建設から関わっています。理事は、三谷商
事の社長と私と県会議員のです。
⑤一般社団法人健康生きがいサポート互助会 福井市 理事（非常勤）
健康で障害者も健常者もみんなが楽しく、仲良く暮らしていく共生社会を目指していこうという試みをしています。文
化庁の支援を得て、障害を持った人の絵画教室を春江町で開催しています。
（若狭町の教育審議官だった永谷先生による）
そのきっかけは、県美術展に障害を持った人が出品し、知事賞を受けたことです。またその絵を 2 千万円で購入希望者
がいたけれど、本人は絶対売りませんというような事がありました。知的障害の人でも素晴らしい才能を持っています。

健康長寿から、今は「貢献長寿」と言われます。社会貢献をすることが長生きに繋がるということで、人との繋がりを
生かして今後も、色々と携わっていきたいと思っています。
福井北ロータリーの 60 周年記念にご招待を受けました。コロナ禍で招待を受けたのは、私と、福井北Ｒ
Ｃで長年事務局を務めた津田さんの２人でした。会員と家族で２００名くらいの大きい会でした。丸岡
ロータリークラブのパスト会長として長年にわたり福井北ロータリークラブとの交流に努めたというこ
と、また三寺会員の紹介の女性の方が福井北ＲＣへ入会したということで、功労賞を頂きました。栗田
さんと「栗林会」という麻雀をリライムで行ったり、北潟湖畔荘でワインの会ということをしたり、先
ほどの、じゃがいも植えなど、色々な関わりがあったということです。

㈱共立不動産 代表取締役 山下 健治 会員
共立不動産の「共立」は、どうして名づけられたのかというところから、お話したいと思います。
昭和 32 年生まれです。昭和 20 年過ぎに父親が山下電気商会という電気販売店をしていました。そ
の後方では山下染工所という竹澤会員と同じ染物屋をしていました。街の真ん中で糸を染めて、真
っ黒な汚れた水をどんどんと流してたのですが、上流からも汚れた水が流れてきており、あの頃は
まだ環境問題がうるさくなかったのだなぁと思い出されます。染工所は 4、5 件あり、山下電気商会
の通り沿いには電気店が 7 件程ありました。昭和 30 年代後半から東京オリンピック時期にカラー
テレビは飛ぶように売れていました。銭湯帰りの人たちが、お風呂上がりにショーウインドウのテ
レビでプロレスなどを観戦していました。
大学進学を機に、どちらの商売を継承するのかを考えました。まず税理士の資格を取得しようと、会計学科に入学後、
税理士の数より企業の数の方が少ないことがわかり、この資格を持っていても、生活していくのはなかなか難しいなぁ
と考え始めました。そのような中、相続税法の科目の中で、不動産の評価をする勉強をしていました。多くの不動産の
チラシを見て自分で、路線価等で、勉強していくと不動産は、面白いなぁと大学３年生頃思いました。3 年の夏休みに父
親に不動産屋になりたいと言ったら、知り合いの滝波地所部の社長を紹介され、宅地建物取引主任者の合格と引き換え
に、入社を約束され、卒業後、無事に入社することができました。夏休みに父親の手伝いでカラーテレビの修理等もし
ていましたが、当時ブラウン管の大きなテレビを大人二人で修理してもわずかな手数料しかはいらず、割の合わない仕
事だと思っていました。１００満ボルトが開店したことをきっかけに、電気屋を閉め染工所も関連の会社が閉鎖されて
いくので、一緒に閉めました。
父親が、知り合いの丸岡町議会の議長だった岡崎さんと不動産屋を立ち上げることとなり、岡崎さんが社長というこ
とで、岡崎氏は当時、共立加工という会社も経営していたので、不動産部門は、
「共立不動産」にしようということで、
昭和６０年に、有限会社共立不動産を創業しました。岡崎氏が亡くなられた後に、共立不動産に入社し平成９年には、
株式会社とし、今に至っているということです。お陰様で、宅建業によって会社が成り立っているので、業界へのご恩
返しの意味で、宅建協会の理事をし、福井県宅建協会の会長を２年前に引き受けました。福井県内５２０社、全宅連で
は、１０万社あります。業界が活性化されてきました。
福井県には、京福不動産はありますが、三井不動産・三菱地所・住友不動産・東急不動産ホールディングス・野村不
動産ホールディングスに代表されるような財閥系や、電鉄系の不動産業者がいません。福井駅前で都会から来た大手の
不動産会社が開発していますが、そういう大手の不動産業者の社員は、売り物を用意してもらって、商品として出来上
がっているものを売るのは上手ですが、この一角だけ売ってくれとか、中古住宅一軒だけ売ってくれると言ったような
問題解決能力を必要とする物件については、経験が少ないのもあり不得意です。そこで、共立不動産では、問題があっ
たり、非常に売る事が難しいなどという物件にも対応しています。お任せいただければ、色々と解決しながら売却を進
めていきます。地区のスローガンのように、地域に「活力と輝き」があってこそ、不動産業も活発になります。どうぞ
皆さんの力で、
「活力と輝き」をこの地域に戻して頂けたらと思います。
前川ソーイング㈱ 代表取締役 前川 正智 会員
カーテンの縫製加工の前川ソーイング株式会社と販売及び施工の有限会社アドバンスの２社の
代表をしています。従業員数は前川ソーイング 44 名アドバンス 8 名計 52 名です。このうちカンボ
ジア・中国からの技能実習生 9 名です。カーテン及び窓廻りについて全て取り扱っています。
巾・丈を１センチ刻みで製作するオーダーカーテンと、決まったサイズ（3 パターン）で大量生
産する既製品を製作しています。メインはオーダーカーテンですが、季節によって、生産が追いつ
かなくなるくらい注文のある時期と全くない時期と波がありますので、それを埋めるために既製品
を取り扱っています。極力工場内での仕事が一定になるように取り組んでいます。
左右に開くカーテンや、上げ下げするシェード、ホテルなどでみられるようなフリルのついたスカラップやアーチなど、
いわゆるスタイルカーテンも製造しています。窓周りに関する縫製品について、依頼されたものは、全て製作できるよ
うに日々努力しています。
高齢化が進んでおり、若い人材の確保が厳しいです。メーカーや問屋など、大口の顧客の売り上げが少なくなってい
るので、５年くらい前から、インターネット販売に力を入れています。

地区大会へ参加

４月３日（日）

委員会報告

３月２８日（月）

◆ロータリー財団◆

寄付者

１０名

◆出席報告◆

南利明 下田
奥村 林田恒正 水﨑 柿木 上屋敷
岩田
八百山 竹吉

◆米山奨学会◆

寄付者

１０名

南利明 下田
奥村 林田恒正 水﨑 柿木 上屋敷
岩田
八百山 竹吉

◆ニコニコ箱◆

寄付者

例会日

会員数

3/28

３２

出席委員会
出

席

１９

届有
欠

届無欠

１２

０

例会出席率

欠席

１

61.29%

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会
3 月 28 日

１５名

皆様お久しぶりです。今日から例会を開催し
ます。
上屋敷幹事 皆様お久しぶりです。本日もよろしくお願い
致します。
林田千之
お久しぶりネ。
山岸
お久しぶりです。誕生日、妻の誕生日を自祝
して。
下田
ウクライナ悪夢です。
結婚記念日を自祝して。
奥村
久しぶりの例会、皆さんお元気の様子にホッ
としています。
林田恒正
卓話よろしくお願いします。
山下
本日、企業ＰＲ宜しくお願いします。

出席免除者

柿木会長

累計

ニコニコ箱

24,500 円

518,500 円

ロータリー財団

25,500 円

375,600 円

米山記念奨学会

17,000 円

348,000 円

会費含む累計
931,000 円

水﨑
前川徹
岩田
八百山

会員の皆様お久しぶりです。元気にしてましたか？
長男の成人式を祝して。
本日もたくさんのご寄付ありがとうございます。
やっと春になりました。若干ですが、バスが動きにかかりま
した。本日のＰＲ例会楽しみにしています。
前川正智 本日もよろしくお願いします。
海道
お久しぶりです。よろしくお願いします。
竹吉
誕生日、結婚記念日を自祝して！！

松井奉仕プロジェクト理事
３/２７ 子ども食堂 丸岡バスターミナルにて
青少年奉仕委員会事業費より５万円寄付

米山功労賞 第５回
奥村 雅徳 会員

東角会員 ３月下旬 タイ訪問報告
福井県外国人介護人材育成プロジェクト事業において、タイプラ
ティープ財団と福井県庁との仲介アドバイザーを行っています。本
事業の推進母体である福井県長寿福祉課の課長や県社協職員と共
に約２年ぶりに訪問しました。その際、丸岡ロータリークラブが
2020-21 年度に国際奉仕委員会で行ったカンチャナブリ日本語教育支援事業の実施状況の視察と、支援したカンチャナブリバーンガオ高
校の校長先生へのヒヤリングを行ってきました。丸岡ＲＣの支援もあり、福井県外国人介護人材育成プロジェクトに参加希望の学生も増
えてきたとのことです。来春にはこのプロジェクトで学ぶ学生も福井に介護技能実習生として来県する予定で進んでいるそうです。ま
た、現地カンチャナブリ県ターモラボＲＣのメンバーの皆様とも今後の日本語学習支援について話し合ってきました。

２月・３月度祝事
会
会

員 誕

生 日

結

婚 記

念 日

員 夫 人

誕 生

日

2/10 水﨑 会員夫人

邦子様

南 勝文会員

2/11 山岸 会員夫人

奈美子様

3/18

山下会員

2/26 松井 会員夫人

早苗様

38

3/20

水﨑会員

3/11 竹吉会員

64

3/28

金会員

3/20 山岸会員

80

3/28

竹吉会員

3/29

奥村会員

3/29

下田会員

2/11 川上会員

55

2/1

3/1

道木会員

54

3/8

岩田会員

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

