
   

令和５年１月１３日（金）第 2092 回例会 

 １月１６日（月）振替休会 

11：00 國神神社で新年参拝 御祈祷 

11：30 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   松井 寛 会長 

祝  事  １月  会員誕生日  夫人誕生日 

修了証授与 ＲＬＩパートⅡ 竹吉 睦 会員 

米山奨学金授与 １月分 チャン・ザ・ウエイくん 

幹事報告  竹澤 俊彦 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 

12：00 閉会点鍾 

お弁当をお持ち帰りください。 
例会終了後１月度理事会を開催します。 

本日の例会  

令和５年 １月３０日（月）第 2094 回例会 

移動例会  小松屋にて 新年会 

 17：30 受付 

 18：00 開会点鐘 

 18：30 外部卓話 

「ＬＧＢＴへ理解を高める」 

19：00 閉会点鐘 

19：05 新年会 

今後の予定  

幹事報告  

≪ガバナー事務所より連絡≫ 

①地区職業奉仕「講演会」 

②後期分担金振込依頼 一人 13,500 円×29人分 

③ロータリーの友・電子版のパスワード変更について 

 ⇒現在のパスワードは、2023 年 1月 14 日まで有効 

15 日以降は新たなパスワードでログインしてくださ

い。必要な方は事務局まで。 

④第 2650 地区 2025－26 年度ガバナー決定 

 ⇒小﨑学（こざきまなぶ）氏 京都北ＲＣ会員 

⑤地区大会時新会員セミナー案内 

⑥ 

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/ 
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皆さんこんばんは。本年度も半分を過ぎ本年最後例会となりました。例年であれば

クラブの中間報告をさせていただくところではありますが、今回は私の方から少し話

をしていただきます。 
７月の新理事役員披露会はできませんでしたが、２年ぶりに山中ロータリークラ

ブ、三国ロータリークラブへの表敬訪問をすることができました。８月にはガバナー

公式訪問も順調に終わり、坂井高校での就職模擬面接会も実施することができまし

た。９月には山中ロータリークラブとの合同例会、懇親会を開催することができまし

た。１０月にはスキージャム勝山にて家族大会を開催。１１月には小浜での若狭ロー

タリークラブ主催の IMそして、島原南ロータリークラブとの３年遅れの姉妹クラブ
締結式出席のための訪問１２月は職場訪問事業として坂井市議会見学、丸岡高校定時 

制での職業講話を実施しました。このように順調に予定していた事業を終えることができました。 
また、例会においては外部卓話を多くし、今までとは違う趣向を凝らした例会になっていたのではないかと思います。

各理事、委員長の皆様大変ご苦労様でした。会員の皆様残り半年間もご協力お願いします。 
ただ残念ではありますが、ベテランの会員２名の方が１２月をもって退会されるということです。これまで丸岡ロー

タリークラブにご尽力いただき大変有難うございました。 
残り６か月です。コロナで活動を制限されいていた２年半分活発にクラブ活動していきたいと思います。また、会員

増強の東角理事から２～３名の入会希望者がいると聞いております。会員増強への協力もお願いいたします。 

松井 寛 会長挨拶                         １２月１９日（月） 

「丸岡高校定時制における職業講話」テーマ：「仕事のやりがい」 12月 12 日（月） 4限目（11:15～12:00） 

・１年女子：お二人の話を聞いて共通していることは、何で

もやってみる「行動力」が大切ということでした。考えて

ばかりで動かないのでは成長できなくて、とにかく動くと

いうことで、自分の人生が変わったり、楽しくなったり、

経験を積めたりして全部自分のものになります。私自身考

えこむだけで行動しないということが多々あるので気を

付けていきたいと思います。 

・１年女子：自分より長く生きている人の話を聞くことはめったにないので、今日の職業講を聴けてうれしかったです。

自分の体験したことのない戦争中の話や、何度も死に直面した話は、とても感動しました。戦争をきっかけに何か自

分の好きなことを見つけるのはすごいと思いました。怖い思いをして一人で多くの県を回りそれを趣味にして海外や

国内旅行を楽しめるなんでめったにできない事なのにそれをしながらいろいろなお仕事をされているなんて素晴らし

いと思います。私は、ネガティブに思考なのですが、岩田さんのお話を聞いて、自分の中で不安になったら心の中で、

「自分は強い」と思うようにします。そうすることで、少しでも自分に自信がついて自分の意見を主張できるように

なりたいです。岩田さんのお話はとても参考になりました。 

・２年女子：私はまだ将来の夢がきまっていないので、たくさんの職業の話を聞いて興味がある職業を見つけられたら

いいなと思いました。それにたくさんのことを知りたいと思います。生きていくためにはお金も必要なので自分に合

った好きだと思える職業に就きたいと思います。この仕事をしてよかったと思える職業を見つけたいです。 

・２年女子：前川様のお話で、福祉とは物を相手にするのではく、人が相手の為に、マニュアル通りに事は起こらない

という話が心に残りました。川上様からは、ご自身の半生と転機になった出来事などを聞きました。私は起業という

失敗したら大変なことをしようとする気にならない性格なので、お二人のお話はとても参考になりました。 

・３年男子：勉強が全てではなく、チャレンジする気持ちが大事だと思いました。タイミングがきたら「はいよろこん

で」と物事に飛び込んで挑戦することが大事だし、その一つ一つで人生が変わっていくとわかりました。自分より大

変な人がたくさんいてその人の為に自分が行動できるようになれたらいいなと思いました。働くということは、自分

の為ではなく、人の為世の為だということがわかりました。 

・３年女子：私は今回東角さんのお話を聞いてそういう考え方もあるのだと学ぶことができました。東角さんは就職し

てから勉強を始めたと聞き、足りないなら補えばいいのだと、意欲さえあればきっと遅いなんてことはないのだろう

と思いました。また、できる・できないでなはく、何か頼まれたりしたら、とにかく挑戦してみる事、「はい、喜んで！」

が大事だという言葉が心に残りました。私はできないと思ったことはやる前から諦めてしまいがちなので、これから

は少しずつでも挑戦していけたら良いなと思いました。東角さんの柔軟な考え方がとても新鮮で、考え方が広まった

気がします。今回お話を聞けて良かったです。 

・４年女子：これから先の人生何もかもが経験と人と人とが助け合いで成り立って、それこそが自身の人生なのだと思

いました。初めから諦めるのではなく、何事にも挑戦だということと、人と人とが思いやり互いを助け合い共存して

いく世の中を、誰かがやれば良いとかではなく自分自身がまずその１歩を踏み出すことで、そこからまた新たな繋が

りができ、それこそが人生そのものなのかなと思いました。 

職業講話＜青少年奉仕委員会事業＞    ◆高校生の職業講話を聴いての感想文◆ 

         



 

  
委員会                         １２月１９日（月） 

◆クラブ管理運営 各委員会 ＜参加者＞山岸 林田千之 金 山下 前川徹 岩田 前川正智 

「後期の活動方針について」 
・コロナ禍でありながら活発な例会が出来

たので、今後も前期と同じようにプログ

ラムを進めていきたい。 
・ニコニコ箱も順調に推移しているので、後

期も同様に寄付をお願いしたい。 
 

「出席について」 
課題：出席率が悪いので今後は、９０%を目指していきたい。 
改善点：出席が少ない会員の方に、推薦者が声掛けをする。（説得してもらう） 
「例会プログラムについて」 
・後期もバラエティに溢れた例会をしていきたいので、リクエストを募りたい。（外部卓話の紹介など） 
・ガバナーをされていた方に卓話に来てもらうととても為になる講話が聞けるので、お願いしたい。 

◆会員増強・退会防止 公共イメージ ロータリー基金 各委員会  

 ＜参加者＞ 竹澤幹事 下田 東角 水﨑 杉本 上屋敷 

「会員増強・退会防止について」 

・退会届提出者については、何回か説得に行った

が意思は固く、長年の労をねぎらっていただけ

たらと思います。 

・３名入会候補者がいる。（春頃から） 

「公共イメージ」 

・会報は、レイアウトなど思い通りに作られていて

見やすく、わかりやすくなっている。 

・広報活動は、新年度の組織を福井新聞に掲載してもらった。４５周年事業についてもしっかり広報活動していく。 

「ロータリー基金」 

・例会回数が少ないので、寄付額が少なくなっている。県内クラブのなかでは、寄付総額が下から３番目なので、増やす

ように努力していきます。ただ、コロナ禍で地区内クラブ全体的に減少傾向である。 

◆奉仕プロジェクト 各委員会  ＜参加者＞ 松井会長 林田恒正 柿木 川上 八百山 海道 

「職業奉仕委員会」 
・前期にて予定した事業を終了 

「青少年奉仕委員会」 

・ＲＹＬＡ ５月予定 

「社会奉仕委員会」 

・ＬＧＢＴについて理解を深める為、外部卓

話を予定（1/30） 

「国際奉仕委員会」 

・タイ国の地方における人材育成支援事業（地区補助金利用） 車いす、エアコン、パソコン、教材等を寄贈する。 

・島原南ＲＣとの姉妹クラブ締結式典は１１月に終了 

・タイ高校生（３年生）１名を支援する予定（３年間） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丸岡ロータリークラブ 
会員数：３１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－杉本政昭 会報委員会 委員長－杉本政昭 副委員長－前川 徹 

委 員－山岸 功 下田重道 

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 12 月 19 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 26,000 円 383,000 円 848,000 円 

ロータリー財団 19,000 円 322,000 円 

米山記念奨学会 26,000 円 352,000 円 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １８名 

松井会長 本年最後の例会です。後期の活動もよろしくお

願いします。 
竹澤幹事 今年一年ありがとうございました。山岸さん釣

部さん長い間お疲れ様でした。 
山岸   今月末にて退会致します。３８年間お世話にな

りました。ロータリーに感謝！ 
林田千之 杉本さんご苦労様です。皆さん良いお年をお迎

えください。山岸さん淋しいです。 
下田   寒くなりました。 
金    今年最後の例会です。来年はコロナがおさまり

ますように。 
林田恒正 寒さも厳しい冬の日になりました。身体を大切

に、新年を迎えましょう！ 
山下   山岸さん、38 年の長きに渡るロータリー活動、

本当にご苦労様でした。そしてありがとうござ

いました。 
東角   今日もよろしくお願いします。 
水﨑   寒くなりました。寒さに負けず頑張りましょ

う。 
柿木   平岡様マリンバの演奏よろしくお願いします。 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １４名 
南利明 下田 金  東角 水﨑 柿木 杉本 松井 
川上  竹澤 岩田 八百山 海道 
◆米山奨学会◆     寄付者  １３名 
南利明 林田千之 下田 金  林田恒正 柿木 杉本 
松井  川上   竹澤 岩田 八百山  海道 

委員会報告                   １２月１９日（月） 

◆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 

12/19 ３１ １９ ９ ０ ３ 67.86% 

 

柿木   今年も１年間ありがとうございました。来年も良い年であり

ます様に。 
杉本   本日もよろしく！ 
前川徹  今年１年ありがとうございました。 
川上   今年も１年ありがとうございました。 
岩田   本日もよろしくお願い致します。 
八百山  本年最後の例会です。頑張って実施しましょう。 
前川正智 本日もよろしくお願い致します。 
海道   いつもありがとうございます。 

12/19 ロータリー情報委員会 
「知っておきたいロータリーの基礎」 

ｐ20 職業奉仕と社会奉仕の基本原則 
         解説担当：杉本政昭会員 


