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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

６月２０日（月）第 2073 回例会

今後の予定
令和４年

開会点鐘

17：30～ 受付
18：00
開会点鐘
18：30
お疲れさん会 開宴

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

６月２７日（月）第 2074 回例会

＜18：00 開会点鐘 小松屋＞

＜新年度＞場所時間 クラブ細則通り
令和４年

７月

４日（月）第 2075 回例会

①
②

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

バッチ交換

19：30

クラブアッセンブリー
「今年度を振り返って」
① 松井
奉仕プロジェクト理事
② 八百山 クラブ管理運営理事
③ 東角
公共イメージ理事
④ 道木
会員増強理事
⑤ 竹澤
ロータリー基金理事
⑥ 山下
会計
⑦ 金
ＳＡＡ
各３分間で、発表を
⑧ 上屋敷 幹事
お願いします
⑨ 柿木
会長

活動方針発表① 会長・幹事・各理事役員

20：00

祝事

米山奨学金授与（７月分）

令和４年

７月１１日（月）第 2076 回例会

山中ＲＣ・三国ＲＣ会長幹事表敬訪問
活動方針発表② 各理事役員・四大奉仕委員長

令和４年

７月１８日（月）海の日

休会

令和４年

７月２５日（月）第 2077 回例会

18：00～ 受付
18：30
開会点鐘
18：45
新役員披露会 開宴

閉会点鐘

幹事報告
≪ガバナー事務所より≫

①
②

8/6（土）22-23 年度地区ロータリー財団セミナー
＜出席が、地区補助金申請の為の必須条件＞
新年度前期分担金お振込のお願い

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。

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

６月１３日（月）

11 日土曜日ホテルグランヴィア京都にて地区ロータリー研究会及び懇親会に出席しまし
た。ガバナー、ガバナーエレクト、パストガバナーや、地区の各委員長、クラブ会長の参加
で 120 名くらいでした。私のテーブルは、三国ＲＣ、福井北ＲＣ、福井水仙 RC の各会長、
小林ガバナー補佐と一緒で、2 時間くらいの懇親会でした。ガバナーや、ガバナーエレクト
の挨拶の中で、ロータリーの一番大切なことは、
「出席と親睦」とおっしゃっていました。
中澤パストガバナーは、挨拶の中で、地区はお金が余っているのではないの(笑)というお話
をされていたくらい、登録料は、一人 1 万円でしたが、お食事は、とても豪華でした。馬場
ガバナーは、コロナ禍でこの 3 年間は、何も活
動できなかったとお話されていました。古賀ガ
バナーエレクトは、来年度からは、普通の状態に
戻して活動しますとおっしゃっていました。
私は、当日京都に宿泊しましたところ、県民割を利用できる効果か、京都駅
はとても混雑していました。通常の状態に戻っている感じがしました。我
が社も５月の売り上げが上がってきています。コロナと向き合いながら、
徐々に戻っていけたらと思います。

会員インタビュー③
内容を企画した理由について

６月１３日（月）
プログラム委員長

三寺 康信 会員

会員インタビュー３回目です。ベテランのみなさんには、理想像を聞きました。経験、
人脈が増えるとお話いただきました。若手の意見は、今のロータリーに対して、出席率が
悪いのは優先順位が低いし楽しくないなどが出てました。会員が楽しく思えて、義務感を
持てるようなロータリーにしていくにはどうするのか、次年度につなげていって欲しいと
思います。

「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！」
三寺：ベテランと若手の温度差がどうしてあるのか、それを埋めていくためにどうしたら
よいと思いますか？
柿木：温度差と言われても、わからないのですが、出席に関して言うと、自分の意思で入会したのだから、出席できな
いのは、なぜだろうと思います。意識を変えてもらいたいと私は思います。
三寺：意識を変えるというのは、今後指導していくとかということですか？
柿木：優先順位が高くなるように、提案して皆でその溝を埋めていけばいいのではないでしょうか？
東角：今回の例会はよい企画だと思います。しかし、大変難しい問題です。ロータリーに限らず、ベテランと若者の間
の温度差があるのは当然のことで、一緒にしようというのが、そもそも間違いだし無理だと思います。年齢差が、
60 歳ぐらいある中で、温度差があって当たり前であるという前提で、それぞれの世代で会話の中でベクトルを
合わせて、いかにして歩み寄っていくかだと思います。出席に関していうなら、様々な職業の会員がいる中で、
出席に対して同じような考えを持つことは難しいと思います。
三寺：出席に関しても、他の面でも温度差があっても仕方がないということですね。
東角：そうですね。
松井：ここ 5、6 年の会長方針を読み返してみました。山下年度の時に「ベテランと若手の融合をしたい」とあり、東
角年度くらいまでに同じように書かれていました。非常に難しい、なかなかできないという感覚を持っていらっ
しゃったんだと感じました。年齢差がかなりあり、育ってきた環境も時代も全く違う、それを一緒にしようとす
るのは、難しいです。そのような中、ロータリーでは、同じベクトルで活動していくことが、大切なのかなと感
じます。また、出席すること、ロータリーの中でやるべきことで責任がでてきます。若い方が中心になり、ベテ
ランを引っ張っていき、軌道修正はベテランにお願いしたいです。私の経験で、奉仕事業をやることによって、
ロータリーについての理解が深まりました。地区でのセミナーでは、奉仕事業ばかりではだめという話も聞きま
したが、私は、ロータリアンという意識を強くしたのは、奉仕事業だったと思います。

三寺：林田恒正会員から事業不足だというお話もありました。以前道木会員が委員長した時
の事業報告で、事業を通じて仲間意識ができると話していましたが、確かにコロナで
事業ができなかったことも影響しているかもしれません。また、引っ張る人材を作る
とおっしゃっていましたが、前回若手から、先輩にものを言えない、相談をしづらい
雰囲気があるという意見がありました。そこのところは、どうお考えでしょうか？
柿木：それは致し方ないと思います。60 歳超えていてもなかなか先輩には、意見はできませ
ん。以前、
「僕ら若いものが意見は言えません」と先輩に言った際に、
「どこが若いん
や」と言われました。遠慮せずに、意見を言い合えばよいのではないかと思います。
東角：上の人に遠慮があるのは、いつの時代も同じだと思います。上の人がどこまで下の人に
歩み寄り、理解を求めていくのかは、時代とともに変わってきていると思います。昔は
全く若い人に理解も示せずに、俺がやってることを見習え、という感じがあったと思いますが、徐々に、なくなっ
てきて、下の人を気遣いながら話ししているのではないかと私は思います。また、そのように私自身も変わらな
ければと思います。
三寺：前回先輩会員からも「嫌われたくないから言わない」と言うことを聞きました。私も叱られたことで成長できたの
で、叱らないのもだめで、違う気の遣い方を先輩方はしているのではないかと思います。東角さんは、後輩を叱っ
たり、意見を聞いたりしてますか？
東角：ないかな。
。
。
。
三寺：私は、東角さんに相談にのってもらってます。後輩に、優しくする必要もないと思います
し、先輩達の世代は、もっとどんどんと気を遣わずに意見を言えばいいと思います。その
代わり、我々の世代がそのフォローをしていく役目だと思います。
松井：コロナ禍でコミュニケーションを図ることができなかったのが残念です。私が、入会当時
には、年上の方が多く気をつけて話をしていました。数名の方に注意はされましたが、皆
さん理解を示していただいて、徐々に慣れていくことができました。自分から話しかけて
いくようにしないと、先輩方の方から話しかけることは、難しいと思います。私の経験で
すが、奉仕事業でタイに行った時は、時間があったので一緒に行ったメンバーとたくさん
お話ができて、普段知りえないような、人となりなどに、接することができ、話しやすい
環境が作れました。
三寺：次に、理想とするロータリーについておうかがいします。
松井：企業が減り、人口が減る状況が続いており、ロータリーの事業もス
ムーズにいかないのは、単年度制という問題もあるかと思います。
次年度は、会長として、長期的に中期的にロータリーでの目標を持
って前に進んでいく、それに若い会員もついていく形にもっていけ
たらと考えています。単年度制を超えて、長期的な考え方や、方向
性を考えていけるようなロータリーを作っていけたらと考えています。
東角：次年度会長として、よく考えておられるなと感心しています。先輩に叱られるという話がありましたが、よく考え
てみるといつも叱られているのは、三寺会員だけで、他の会員はそうでもないなと思います。逆に言えば、三寺会
員は、叱られるくらい真剣に活動しているのだなぁと改めて感心します。三寺会員のように、何事においても、間
違えてていてもよいから、踏み込んでいくというのが、新しいものを作っていったり、組織の継続性に繋がってい
ったりするのではないかと考えます。
三寺：お言葉を返すようですが、私自身は、間違ったことをしている思いはは全くないです。
柿木：ロータリーの会員になったという自覚、選ばれた人という責任を持っていれば、例会出
席や、事業への参加をしていくのは当然ではないかと思います。
三寺：選ばれた人と感じていないのが温度差に繋がっているように思います。また、入会者が
増えていません。もしかすると、時代にマッチングしていないのではないでしょうか。
また、ハードルを下げてしまうと秩序が崩れてします。中堅会員に、理想と、現実をマ
ッチングしていって欲しいです。
柿木：何でもありのロータリーではいけない。出席、身なり、発言も勉強して、丸岡ＲＣを維
持してほしいと思います。先日の会長幹事会で、福井ロータリーの会長が、自己紹介時に、
「誇り高き福井ロータ
リークラブから参りました」とおっしゃっていました。きっと、その方は、他のクラブとは違うんだという意識
持っていらっしゃるのだろうなと感じました。福井ＲＣには、大手の企業があるからその意識が芽生えるのかも
しれません。
三寺：会員が増えない理由はなぜだとお考えでしょうか？
柿木：入会浅い人がすぐ退会することがここ最近増えているのではないかと思います。もっと厳しくするのも手かもし
れません。
東角：コロナ禍の為、積極的に勧誘はできないので、ここ 3 年は努力はしていないというところはあります。候補者が
いるので、また勧誘していけばよいだけです。 事業系、研修系、総務系というそれぞれのカラーがあるので、適
正に役割を判断していったらよいと思います。それは、現会員に対しても新会員に対してもそれぞれの個性をみ
ながら、参画していくことがいいと考えます。

松井：コロナの影響で会員が減少しているのは当たり前です。会員全員で、入会の勧誘をしていかなければならないと思
います。居住地、事業所所在地の地区を問わず入会は可能になりました。ロータリーをアピールする広報活動が大
切だと思います。私自身も入会前には、全然知りませんでした。知る機会を作っていくことも大切です。
三寺：理想のロータリーを作れば増えていくと思いますので、中堅会員には、ぜひ作っていっていただきたいです。
多田会員にお聞きします、１度辞めた理由は？
多田：以前は、事業所が福井市内で遠かったため、出席することができなかったからです。
三寺：皆さんに意見をお聞きします。
海道：以前柿木会長に、
「欠席が多いな」と言われて、よく見ていてくれるなと感じたので、それからは、都合をつけてな
るべく出席しようとしています。そのように先輩が気にかけてくれるというのは、心強いです。
竹澤：私は、例会に楽しいからきているのでは、ない。楽しくある必要はないと思っています。長くやっていれば、経験
として楽しいことも増えるかもしれないが、自分にとっては、勉強の場だと思うし、あらゆることを若い人に合わ
せてしまうと、かえって人は集まらなくなる。奉仕活動をしながら、勉強する場がロータリーであると思います。
道木：自分は出席率がよくないので、申し訳ないが、楽しくあって欲しいと思います。楽しさを求めるのは難しいですが、
懇親の場が多くないと感じています。ゴルフや麻雀、例会以外の場での懇親が必要です。若い人に出席しようとい
う声掛けをしていけばよいと思います。
山岸：私は、入会時に「山岸君とにかくでてこい、出席すれば、ロータリーがわかる。
」と言われました。ロータリーが楽
しくないとか不平不満を言っている人は、出席していない証拠です。１週間のうち、例会と行き帰りを含めて２時
間の時間を作れない方は、ロータリーに入会する資格がないです。人の上に立とうという人間は、それぐれいの時
間をつくれなければ、ダメです。私は、出席免除会員ですので、現在は欠席が多いですが、以前は、きちんと出席
はしていました。
松井：以前、新会員セミナーに出席した際に小林ガバナー補佐から、
「ビジター受付のみで、メーキャップ扱いして出席に
しているのは、大間違いです。ロータリーを楽しむのは、実際に例会に１時間出席してこそです。
」というお話があ
り、私は、他クラブでの名前だけ記載の「ビジター受付のみ」というのは、やめました。
三寺：ある会員から、
「昔は、情報源が少なかったから、人と接して話をしていたが、今は、情報交換の手法がネットなど
に変わったことがロータリーが変わった理由だと思う。
」という意見もいただきました。
会員の皆さんには、この「会員インタビュー」をふまえて、今後のロータリーの理想を作っていただきたいなと思
います。ありがとうございました。

委員会報告
◆ロータリー財団◆

６月１３日（月）
寄付者

１１名

下田 東角
水﨑 柿木 松井 道木 上屋敷 竹澤
岩田 八百山 海道

◆米山奨学会◆

寄付者

１２名

◆出席報告◆

出席委員会

例会日

会員数

6/13

３２

出

席

１８

届有
欠

届無欠

１２

０

下田 林田恒正 東角 水﨑 柿木 松井 道木 上屋敷 ◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会
竹澤 岩田
八百山 海道

◆ニコニコ箱◆

寄付者

１５名

今年度もあと 17 日間です。よろしくお願い
します。
上屋敷幹事 皆様本日もよろしくお願い致します。
下田
こんにちは。本日も御苦労様です。
林田恒正
会員インタビュー、ロータリークラブ活動に
すばらしい助言を！
東角
本日もよろしくお願いします。
水﨑
本日もよろしくお願い致します。
三寺
インタビューよろしく。
松井
会員インタビューがんばります。
道木
本日もよろしくお願いします。
竹澤
よろしくお願いします。
岩田
本日もご寄付ありがとうございます。
柿木会長

6 月 13 日

出席免除者

欠席

２

例会出席率

60.00%

ロータリー基金委員会
累計

ニコニコ箱

20,000 円

698,000 円

ロータリー財団

12,000 円

518,100 円

米山記念奨学会

14,000 円

491,000 円

会費含む累計
1,650,500 円

八百山

今期も残りわずかになりました。長い間ご苦労様です。最後
までお世話になります。宜しくお願い致します。
前川正智 本日もよろしくお願いします。
海道
いつもありがとうございます。
多田
本日もよろしくお願いします。

ＲＬＩ卒後コース 修了証 授与
八百山正栄会員

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

