
   

令和５年１月２３日（月）第 2093 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   松井 寛 会長 

表  彰  米山功労者 

 第２回目 南利明会員 三寺会員 

第１回目 東角会員  川上会員 

幹事報告  竹澤 俊彦 幹事 

委員会報告 

① ロータリー情報委員会 

「これだけは知っておきたいﾛｰﾀﾘｰの基礎」    

本日の担当者：松井会員 

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  ４５周年実行委員会  

「部門毎会議」 

20：00 閉会点鍾 

本日の例会  

令和５年 ２月 ６日（月）第 2095 回例会 
祝事 米山奨学金授与（２月分） 

外部卓話（仮題）「ＪＩＣＡの国際貢献活動について」 

ＪＩＣＡ北陸支部 

令和５年 ２月１３日（月）第 2096 回例会 
外部卓話 「子どもシェルター・ 

自立援助ホームについて」 

弁護士 端
はた

 将
しょう

一 郎
いちろう

 氏 

令和５年 ２月２０日（月）第 2097 回例会 

外部卓話(仮題）「ジャーナリズムの視点から」 

 仁愛大学准教授 

元福井新聞社取締役編集本部長 

論説委員長   四戸 友也 氏 

令和５年 ２月２７日（月）第 2098 回例会 
 未定 

 

今後の予定  

幹事報告  

≪ガバナー事務所より連絡≫ 

①地区グローバル補助金奨学生候補者 支援RC募集 

②■2023-24 年度公式訪問■ 公式訪問 スケジュール 

⇒丸岡ＲＣは、８/４（金）＜三国ＲＣホスト＞ 

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/ 

 

2022-2023 年度 令和５年１月２３日発行 

次回の例会  

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＆釣部様山岸様送別会 
 



  

新年あけましておめでとうございます。 皆様には、お家族お揃いで、ご健勝にて新しい年

をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年中は、ロータリー活動にご尽力賜り、また、当

該年度の会長方針にご協力ご指導賜り厚くお礼申し上げます。私の任期は、あと 6 か月です

が、何卒ご指導ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
急ではございますが今月２４日より国際奉仕委員会で予定しておりました「プラティープ

財団とタイ国内高校の寄贈」において西出会員、東角会員とともにタイのカンチャナブリ県

行ってまいります。予定では 2 5 日に日本語教育教材の贈呈式、2 6 日にタマウング RC 例

会訪問し例会に出席してまいります。 
今後も、人口減少・高齢化社会による担い手不足が進む日本において、グローバルネット

ワークとして、多様性を重んじ、年齢、民族、人種、肌の色、能力、宗教、社会的地位、文 
化、性別、性的思考、性自認にかかわらず、あらゆる背景をもつ人の貢献を称えながら、生きていく必要があることを

確信する一年にしていきたいと考えます。結びに、会員各位には、お身体には十分ご自愛いただき活動していただきま

すようご祈念申し上げて年頭のご挨拶とさせていただきます。 

松井 寛 会長挨拶                          １月１３日（月） 

【審議事項】       

① ２月プログラムについて  

第８回理事会報告                         １月１３日（金） 

日  時 内  容 

2/6（月） 
祝事  米山奨学金授与（2 月分） 

外部卓話 ＪＩＣＡ北陸支部 

「ＪＩＣＡの国際貢献活動について」（仮）  

2/13（月） 
外部卓話 弁護士 端 将一郎 氏 

「子どもシェルター・ 

自立援助ホームについて」 

2/20（月） 
外部卓話 仁愛大学准教授 四戸 友也 氏 

「ジャーナリズムの視点から」（仮）  

2/27（月） 未定 

 

曽 則為（チャン・ザ・ウェイ）くん 

皆様、明けましておめでとうございま

す。今年もよろしくお願いします。今年

の元日、神明神社と佐佳枝廼社に参拝に

行きました。大勢の人が集まり、にぎや

かでした。今年もよい一年になるよう

に、倍くらいの力を入れて頑張りたいと

思います。ありがとうございました。 

米山奨学金授与（１月分）              

ＲＬＩ（ロータリーリーダーシッ

プ研修会）パートⅡ 

 2022 年 12月４日 

  受講終了証 

竹吉 睦 副会長 

 

修了証授与              

１月度祝事 
会 員 誕 生 日 

1/16  多田会員    55 
1/30  東角会員  65 
1/30  前川会員  61 
 

会 員 夫 人 誕 生 日 

1/ 2  南利明会員夫人   雅子様 
1/ 3  道木 会員夫人   清美様 
1/18  南勝文会員夫人  智恵美様 
1/25  八百山会員夫人  真澄様 
1/29  山下  会員夫人 幸恵様 



 

  

新年参拝                      １月７日（金） 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丸岡ロータリークラブ 
会員数：２９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－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 

 1 月 13 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 26,000 円 408,000 円 1,278,000 円 

ロータリー財団 28,000 円 350,000 円 

米山記念奨学会 18,000 円 370,000 円 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １９名 

松井会長 新年明けましておめでとうございます。今年も

１年ロータリー活動がんばってまいります。 
竹澤幹事 皆様新年明けましておめでとうございます。 
・明けましておめでとうございます。 

今年もよろしくお願いします。 
南利明 下田 奥村 林田恒正 
山下  水﨑 杉本 川上 
西出  岩田 前川正智 海道 
竹吉  南勝文  多田  

◆ロータリー財団◆   寄付者  １５名 
南利明 林田千之 下田 奥村 山下 水﨑 杉本 松井 
川上  竹澤   西出 岩田 海道 竹吉 南勝文 
◆米山奨学会◆     寄付者  １４名 
南利明 林田千之 下田 奥村 山下 水﨑 杉本 松井 
川上  竹澤   岩田 海道 竹吉 南勝文 

委員会報告                    １月１３日（金） 

◆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 

1/13 ２９ ２１ ８ ０ ０ 72.41% 

 

林田千之 ことしもよろしく。礼は之和を用って貴しと為す 
小見山  令和５年信州を元気にて迎へることが出来感謝いたします。 
 

国際奉仕委員会  西出智一委員長より 

１月２４日（火）から２９日（日）までの六日間タイのカンチャナブリとプラティープ財団の方へ行く予定です。 
＜訪問の目的＞ 
① タイ王室より丸岡ロータリーが表彰されます。表彰式に参加します。 
② 今年度の地区補助金と、クラブの奉仕活動費を利用しての「タイ国の地方における人材育成支援事業」 
研修用の介護ベット・日本語研修用のＤＶＤ教材を贈呈し、贈呈式をします。 

③ 中学校１校、高校４校で、300 人から 350 人の生徒・その保護者に向けて、現在福井県と一緒に取り組んでい

る介護人材育成のための研修生の募集説明会を行う予定です。 
帰国後またご報告します。よろしくお願い致します。 


