
 
  
  

令和４年 ５月２３日（月）第 2069 回例会 

19：00 開会点鐘 

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 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  スマートフォンを使いこなそう 

生活編・ビジネス編 

  アドバイザー：上屋敷会員 海道会員 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

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」 

ベテラン会員の意見を聞こう！！ 

令和４年 ６月 ６日（月）第 2071 回例会 
＜19：00 開会点鐘 丸岡城のまちコミセン＞ 

祝事  米山奨学金授与（６月分） 

会員インタビュー（２回目/３回予定） 

 「ロータリーの未来について」 

若者会員の意見を聞こう！！ 

令和４年 ６月１３日（月）第 2072 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（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！！ 

令和４年 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＞ 

未 定 

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 

            今年度を振り返って 

 会長・幹事・各理事 

  19：00  閉会点鐘 

       お疲れさん会 開宴 

今後の予定  

幹事報告  

≪ガバナー事務所より≫   

①2022-23 年度 10 月米山月間 奨学生卓話予定日 

 チャン君の卓話日 10/3 予定 

令和４年５月２３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。 

5/22 福井県下ロータリークラブ新旧会長幹事会 

 ホスト：福井北 RC 

アオッサにて  

 

 ４名参加         



 
 
 
 
  

こんにちは。今日で企業ＰＲの例会は最後となります。この会員企業ＰＲを例会プログ

ラムに入れた理由は、コロナ禍で外部の講師に卓話をお願いしづらい状況にあるからとい

うのはもちろんですが、会員間でそれぞれどのような業種なのかを理解し、仕事でも繋が

りを持てるとよいということで企画しました。皆さんに御協力いただきありがとうござい

ました。 

先週の土曜日に若狭ロータリークラブの 60 周年記念式典に幹事と共に出席しました。

若狭ＲＣは、会員数が 17 名ですので、いろいろと御苦労もあったかと思いますが、立派

な式典でした。福井県知事の来賓祝辞では、知事ご自身も今年還暦を迎えられるとのお話

をされていました。嶺南の各自治体の首長も来賓でこられていました。約 30 年前に近隣 

のクラブと合併して若狭ＲＣになったそうですが、会員減少はどこのクラブも喫緊の課題です。丸岡ＲＣは次年

度に 45 周年、また 6年度は 50 周年ですが、若狭ＲＣさんの式典を参考にしていきたいと思います。記念上演会

では、三代目桂あやめさんの上方落語を楽しみました。残念ながらコロナ禍にて祝賀会はなく、お弁当のお持ち

帰りとなりました。  では、本日企業ＰＲ最終回よろしくお願いします。 

柿木 満雄 会長挨拶                         ５月１６日（月） 

【審議事項】       

 ①６月プログラムについて 

 ②お疲れさん会について 

③昼例会時昼食代金の返金について 

 

第１２回理事会報告（今年度最終）              ５月１６日（月） 

日  時 内  容 

6/6（月） 19：00 
祝事  米山奨学金授与（6 月分） 

会員インタビュー２回目 

6/13（月） 12：30 会員インタビュー３回目 

6/20（月） 19：00 未定 

6/27（月） 18：00 
今年度を振り返って 

お疲れさん会 

 
企業ＰＲ例会 ⑩（最終回）                   ５月１６日（月） 

 丸岡城観光ボランティアガイド  水﨑 亮博 会員 

企業ＰＲということですが、退職していますので、本日は、携わっている丸岡城ボラ

ンティアガイドについて、少しお話をさせていただきます。 

先日も三国ＲＣとの合同例会で丸岡城の見学をして頂きました時に、ご案内をさせて

いただきました。 

協会の設立は平成 26 年、今年で 9年目です。故宮本先生が提唱した会です。会員は 34

人。40 代～私が一番の年配です。男女も約同数です。 

＜ガイドの方法＞ 

・個人、グループ、団体など、予約客への城の歴史、構造、特色などを説明 

（城周辺、内部を廻って案内するのに 1 グループにつき 1時間） 

・詰め所、広場、天守内で依頼があれば一緒に同行して説明 

コロナの感染拡大になってからは、ガイド活動は、少し控えていましたが、通常であれは、おおよそ毎日、誰か

がガイドを引き受けるというスタイルです。特色は、自身のペースでガイドをしていることです。月に１度は、ガ

イドの研修をお互いにしています。連休中５月４日には、1700人の観光客がいました。 キャパオーバーの状態で

した。観光案内で盛んに観光客を呼び込んでいますが、最大 1000人くらいですので、そのことも一つの課題です。

そのような実情が市や観光協会に知られていないということを残念に思います。 

＜各種出版物＞・観光ガイドムック 500円で販売（貴重な収入源）  ・日本語、英語、中国語の案内パンフレット 

 ・お天守だより                                 ・つわぶきの花（お城案内こぼれ話） 

・丸岡城と歴代城主（初代会長宮本久氏著作） 

＜小中高校生など若い世代への働きかけ＞ 

 ・お城サミット、お城学習（平章小学校）      ・出前講座、校外学習の講師 

・特に丸岡高校生の地域情報部の活動に密接支援 

・昨年は小.中．高生徒の見学が多かった。（県内の小、中、高から 43校） 



 
株式会社フロンティアジャパン 代表取締役 三寺 康信 会員 

ＰＲの前に少し日本の会社のことについてお話します。国税庁の「企業生存率」調査

によると、5年で 14.8％、10 年で 6.3％、20 年で 0.4％、30 年で 0.021％といわれてい

ます。我が社は建築業から始めました。その後、お客様のニーズに対応して業務内容を

変化させてます。 

＜エレベータの保守管理＞旅館の専門の建築をするようになった際、お客様の一つで

ある粟津温泉の法師からエレベータの点検が毎月 1台 3万円ずつ払っており、月 30万

ずつかかるという相談を受けました。メーカーの三菱には値引きは不可能と回答され、

お客様の為にどうするかを考えました。建築基準法 12 条では、年 1 回の点検となって

います。メーカーは、安全を守る義務があるので、１か月に１回をお願いしたいと引き 

ません。「1ヶ月に 1 回点検しないと壊れるような粗悪品なんですか？」と尋ねましたら、「みんなやってます」と

いう曖昧な回答しかもらえませんでした。検査できるのは、一級建築士・二級建築士・昇降機検査技師です。私は、

二級建築士の免許を持っていますので、自分で検査しようとした平成 25 年からスタートしました。メーカーを退

職した人を雇用することができ、点検の回数を 3ヶ月もしくは、4ヶ月一回に減らし、点検にかかる金額を安くし、

エレベータ保守管理の業務をはじめました。その後、九州から西日本にかけて顧客が広がり、また大手では、湯快

リゾートやホテルマネジメントインターナショナルという 60 くらいのホテル旅館を経営している会社とも取り引

きができ、全国規模にひろがりました。フロンティアジャパンという名前に少しはふさわしくなったかなぁと自負

しています。このように、エレベータの保守管理をしようと始めたわけではなく、お客様のお役に立ちたいとした

ことがきっかけでした。 

＜建築物の設計・施工、点検＞その後、建築物の点検も始め

ました。例えば防火設備などの点検も建築士ができます。 

＜補助金の申請代行＞建築関係ですので、私が図面を描い

て申請します。高付加価値補助金ですと、旅館の付加価値を

上げて 10%以上の売上を上げると、国から 1億円の補助金が 

出ます。事業再構築補助金は、業態を変更すると 10%売り上げを上げることができるということであれば、2/3 補

助金が出ます。その他、インバウンドの補助金、バリアフリー改修工事などさまざまな補助金の申請代行をして旅

館の経営に貢献しています。環境省・国土交通省・経済産業省・雇用能力開発機構など、さまざまな補助金があり

ますので、各ホームページを見て、会社に活用していただければと思います。 

私が、常々思っているのは、「お客様に喜んでもらう」どういう形でもいいから喜んでもらって、喜んでもらった

対価が、我が社の売上利益になるということです。お客様の困ってることに即対応するということが、我が社の強

みであると思っています。東京など中央での情報を素早くつかんで勉強し、それを地方のお客様の役に立つよう、

広めて、情報格差によっての損失を無くすようにすることも心がけています。 

つぼみ保育園 園長 前川 徹 会員（坂井市議会議員） 

ここ 10 年ぐらいで、保育業界の仕組み・制度が大きく変わっています。皆様のお子

さんやお孫さんを保育園に入れていた時と変わってると思います。 

＜4 分類される施設について＞「幼稚園」と「保育所」の形態は以前のままです。「幼

稚園」は 3 歳から 5 歳基本的に午前中の幼児教育を中心に行う施設「保育所」は 0 歳

から 5歳小学校に入るまでの間、家庭で保育できないお子さんを預かる施設です。新た 

に「認定こども園」とい

うのができました。幼保

連携型・幼稚園型・保育 

所型・地方裁量型と四つのパターンがあります。現

在坂井市にある認定こども園は全て幼保連携型で

す。保育所とも幼稚園両方の機能を持った施設と

して、保育所から移行する認定こども園、福井市の

方では私立の幼稚園から認定こども園に移行する

というような施設の移行が現在で行われていま

す。福井県内の民間保育園連盟の 135 のうち約半

数近くがこの認定こども園に移行しています。 

 

 

 



 「地域型保育事業」0歳１歳 2歳の保育人数が急増しているということで、専門的に 0～2歳児を預かる保育所的な

事業として新たに仕組みが生まれています。坂井市にはこの中の小規模保育事業が設置されています。 
＜丸岡町内の施設について＞13施設あります。下線は公立です。①幼稚園 緑幼稚園 ②幼保園 霞、安田、鳴鹿、

高椋（3 歳以上） 丸岡町時代に新しい仕組みとしてできた幼稚園と保育所の機能を持った施設 ③保育所 今福

保育園、つぼみ保育園、しろの子保育園 ④認定こども園 もみじ、まごころ、わっか、よつば  公立保育園の

民営化で私立保育園に移行 もみじ保育園は、丸岡町時代に県内で初、公設の民営化 ⑤小規模事業所 プチわっ

か 土田病院（小児科）の近くに病児保育と一緒に設置 
＜保護者負担について＞3 歳から 5 歳児までの保育料全て無料、ただし、給食費は施設に預けます。坂井市の場合

は月 4500円。0～2歳は保育料がかかるが、福井県では「３人子プロジェクト」「子沢山プロジェクト」として、3
人目は無料、２人目のお子さんも所得制限がありますが、無料と、福井県独自の政策があります。 
＜つぼみ保育園について＞・S41 無認可の保育所を開設・S43 児童福祉施設認可（認可を受けることで様々な委託

を受けたり補助金を頂いたりすることができる。当時 4 歳まで保育所、5 歳になると小学校併設の幼稚園へ行くの

が、丸岡町当時の坂井郡のスタイル。私が 4歳の時、第 1 回目のつぼみ保育園の卒園生で名前がある。）・S44社会

福祉法人認可・H2移転新築・H9 学童保育開始（丸岡町では最初にこの学童保育に取り組んだ。当時 6人からスタ

ートし現在定員 40人、夏休み 60人）・H10０・１歳児室増築 H12乳児（０歳児）室増築（0～2歳児の保育ニー

ズが高まってきた時代）・H15第三者評価受審（厚生労働省が児童福祉施設のサービスの評価基準を作成し保育の質

を点検するという事業 第三者評価事業に信越地区では一番最初に受審 5 年後の見直し時、評価基準を作成するモ

デル園として選ばれる。H17 お遊戯室増築 
＜坂井市議会議員として＞ 
先日の選挙におきましては、皆さんのご支援を

いただきましてどうもありがとうございまし

た。真ん中より、上の所で当選させて頂きまし

て、本当にほっとしているところです。 

＜定数＞  
H18 30人 
H22 26人 
R4 24人 
 

委員会報告                    ５月１６日（月） 

三寺   卓話宜しくお願い致します。 
松井   企業ＰＲよろしくお願いします。 
道木   企業ＰＲ卓話ご苦労様です。 
川上   ゴルフ同好会おつかれ様でした。三寺会員優勝おめでとうご

ざいます！ 
岩田   本日もたくさんのご寄付ありがとうございます。 
八百山  最後のＰＲ例会となりました。心して聞きたいと思います 
海道   いつもありがとうございます。 

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 5 月 16 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 20,000 円 600,000 円 1,072,500 円 

ロータリー財団 25,000 円 436,100 円 

米山記念奨学会 21,000 円 405,000 円 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １５名 

柿木会長  水﨑さん三寺さん前川さん企業ＰＲ宜しく

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。 
小見山   二人共元気で良き日を迎えられそうで感謝

です。 
下田    水﨑さん三寺さん前川徹さん卓話ご苦労様

です。 
林田恒正  誕生日を自祝して。 
山下    ロータリーの友２月号に私の名前が出てい

ました。縦書きの最後のページです。 
水﨑    本日発表があたりました。よろしくお願いし

ます。 
杉本    本日企業ＰＲ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 

5/16 ３２ １８ １２ ０ ２ 60.00% 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １４名 
南利明 林田千之 下田 林田恒正 山下 水﨑 柿木 
松井  道木 上屋敷  川上 岩田  八百山 海道 

◆米山奨学会◆     寄付者  １４名 
南利明 林田千之 下田 林田恒正 山下 水﨑 柿木 
松井  道木 上屋敷  川上 岩田  八百山 海道 

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 


