
   

令和５年１月３０日（月）第 2094 回例会 

18：00 開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「それでこそロータリー」 斉唱 

会長挨拶   松井 寛 会長 

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 

18：30  外部卓話 

「ＬＧＢＴへ理解を高める」 

下川 陽菜乃 様 

19：00 閉会点鍾 

19：05 新年会＆釣部様・山岸様送別会 

       ２階桐の間へ 

本日の例会  

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≫ 

①2022-23 年度 会員増強アクション会議のご案内 

 ⇒3月 4日(土) 京都リサーチパークにて 

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３０日発行 

次回の例会  

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 

 



  

皆さんこんばんは。 
新年を迎えましたが、私の介護業界は本年の人材不足の解消がいつもつきまとっていま

す。その為、職員の処遇改善ついて、金銭的なものだけではなく働きやすい職場づくりを

することが常に必要となっています。その中で１つ目についたものがあります。終業から

始業まで一定の休息時間を確保する「勤務間インターバル制度」制度です。ご存じの方も

いらっしゃると思いますが過重労働対策として勤務間インターバル制度が効果的だと言

われています。厚生労働省が公表している「令和 4 年就労条件総合調査」（以下、「令和 4
年調査」という）をみると、勤務間インターバル制度を導入している企業割合は、5.8％
（令和 3 年調査 4.6％）となっています。企業規模別に導入している割合をみると、1,000
人以上が 14.6％、300～999 人が 6.7％、100～299 人が 5.3％、30～99 人が 5.7％となっ 

ています。また、現状は導入していないものの、予定や、検討している企業の割合も同様の傾向を示しています。 
現状、勤務間インターバル制度は努力義務とされていますが、過労死等の防止のための対策に関する大綱の中で、国

は以下の数値目標を定めています。 ・2025 年までに、勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を 5％未満と

する。 ・2025 年までに、勤務間インターバル制度を導入している企業割合を 15％以上とする。 
勤務間インターバル制度は、従業員の生活時間や睡眠時間を確保することを狙いとしています。睡眠時間の重要性を

明らかにしたアメリカの研究では、毎日 4 時間の睡眠時間が 6 日間続くと、一晩徹夜したのと同じくらいの遅延反応が

生じた等という実験結果も出ているようです。毎日少しずつでも睡眠不足が続くと、疲労が慢性化し、判断能力や反応

が鈍くなり、仕事にも支障をきたすという話になります。例えば、勤務間インターバルの時間数を 11 時間とし、始業時

刻 8 時、終業時刻 17 時という例で、23 時に業務が終了したとき、次の日の勤務については、始業時刻 8 時から 10 時ま

では勤務したものとみなすといった取扱いや、始業時刻を繰り下げ、始業時刻を 10 時、終業時刻を 19 時として勤務を

するという取扱いが考えられます。このほか、ある時刻以降の残業を禁止し、次の始業事項以前の勤務を認めないこと

とする等によりインターバル時間を確保する方法も考えられます。 
このように、一定のインターバル時間を確保することで、従業員が十分な生活時間や睡眠時間を確保でき、ワーク・

ライフ・バランスを保ちながら働き続けることができます。国からの補助金として、働き方改革推進支援助成金（勤務

間インターバル導入コース）もあるようです。 
 

松井 寛 会長挨拶                          １月２３日（月） 

米山奨学会 寄付 

 
米山功労者 
第２回（累計２０万円以上） 
南利明会員 三寺会員 

第１回（累計１０万円以上） 
東角会員  川上会員 

表 彰                      １月２３日（月）              

米山奨学会シンボルマーク 
 重なり合うハ

ートは「ロータリ

アン」と「奨学生」

です。 
外国人留学生の

支援・交流を通じ

て国を超えた信 
頼関係を築き、世界の平和を願

う”心” を育てるという、事業創

設の願いが込められています。 



 

  

４５周年記念式典事業 実行委員会 部門毎会議   １月２３日（月） 

◆記念式典 ＜委員長＞柿木 ＜メンバー＞下田 金 林田恒 道木 竹澤 岩田 前川正 竹吉  

                             ＜欠席者＞ 三寺 海道 

「丸岡ロータリークラブ５年間の歩み」 
・責任者：海道 担当：柿木 三寺 
・クラブ会報から抜粋してまとめていく。 
・１０分間 

「招待者の件」 
・丸岡ＲＣ会員のみで開催：招待は山中ＲＣ三国ＲＣ

会長幹事のみ 
・ＯＢの方々を招待 

「記念講演」所要時間 ５０分～６０分 
・また良い方がいたら紹介して頂きたい。 
・案① ５年間で継続しているタイ国際奉仕について⇒講師：東角会員・水﨑会員・西出会員 

「功労者記念の件」４名 
・在籍３０年の功労者に釣部会員・山岸会員を含むかどうか、皆様の意見をうかがいたい。 

「司会進行」 道木会員または前川正智会員 

◆記念祝賀パーティ ＜委員長＞林田千 ＜メンバー＞南利明 小見山 前川徹 川上 南勝文 

                            ＜欠席者＞ 瀬野 戸﨑 多田 

・福井ＲＣ 島原南ＲＣを招待しないのか？ 
・福井ＲＣはスポンサークラブです。 
・４５周年記念式典をどのような規模で行うのか？ 
・福井ＲＣには、招待するが返事は不明。 
・島原南ＲＣには、声をかけているが、会員数が少な

い為、返事が不明。出席したい会員はいる。会長・

幹事は、仕事が忙しいので、欠席。 
    ⇒参加希望者を招待すればよいのでは？ 

・理事会で決定したことは、他の会員にも伝えるべきではないのか。    姉妹クラブなので、案内はするべき。 
・他クラブと交流はしたいが周年の規模については大きくできないのではないか。規模については前回を参考にしたい。 
・３５周年はしなかったのは、当時の会長幹事にやる気がなかったからなのではないか。ロータリークラブとしては周

年行事はやるべきである。・もう一度、実行委員会をやり直した方がいいのではないか。 
・アトラクションは、前回決めた通り。・コンパニオンについてコロナ禍ということもあり、どうするのか。 

◆タイ国際奉仕事業の歩み ＜委員長＞水﨑 ＜メンバー＞奥村 山下 上屋敷 西出 

                              ＜欠席者＞ 八百山 

・これまでのタイでの事業について冊子にする。 
奥村年度 自転車・消防自動車 贈呈 
下村年度 浄水器寄贈「クリーンウォーター作戦」 
水﨑年度 絵本寄贈・スタディーツアー（丸岡高生） 
山下年度 スタディーツアー（丸岡高生） 
     ＧＧ補助金で、「タイの子供たちの識字率

向上の為の教育環境改善事業」（３年間） 
金 年度 タイスラム街消防士研修招聘事業 

林田年度 カンチャナブリ生き直しの学校スタディーツアー（丸岡高生・坂井高校生） 
東角年度 カンチャナブリ生き直しの学校スタディーツアー（丸岡高校事業支援） 
     スラム街 消防自動車寄贈 
杉本年度 カンチャナブリ 日本語教育支援 柿木年度 タイ国と県内高校生の交流支援  
・学生のその後としてビデオメッセージをもらう。・４５周年にあたり、今までの活動報告を映像化する 
・冊子ベースでは、水﨑会員が持っている。⇒リソースを加えて冊子化したい。編集会議を複数回行いたい。 
・写真提供のアナウンス⇒会員全体へ 
・冊子にするのか DVD として映像に残すのか。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 23 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 19,000 円 427,000 円 1,297,000 円 

ロータリー財団 18,000 円 368,000 円 

米山記念奨学会 14,000 円 384,000 円 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １５名 

松井会長 明日３名でタイに行ってまいります。 
竹澤幹事 皆様よろしくお願いします。 
下田   大雪になるそうです。用心しましょう。 
金    私のクリニックの発熱外来ではコロナが減っ

たという印象はありません。横ばいです。 
林田恒正 ４５周年記念行事、会員みんなで思い出に残る

行事にしましょう！ 
山下   来週より所用により欠席が続きます。宜しくお

願いします。 
水﨑   大寒です。雪になりそうですね。自愛しましょ

う。 
柿木   今年も１年間よろしくお願いします。 
前川徹  今年一年よろしくお願いします。誕生日を自祝

して。 
上屋敷  みなさま本日もお疲れ様です。 
川上   本日もよろしくお願いします。 
 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １３名 
南利明 下田 金 林田恒正 水﨑 松井 道木 
上屋敷 川上 竹澤  岩田 竹吉 南勝文 
◆米山奨学会◆     寄付者  １３名 
南利明 下田 金 林田恒正 水﨑 松井 道木 
上屋敷 川上 竹澤  岩田 竹吉 南勝文 

委員会報告                    １月２３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 

1/23 ２９ ２２ ７ ０ ０ 75.86% 

 

岩田   本日もよろしくお願い致します。 
前川正智 本日もよろしくお願い致します。 
竹吉   雪の備えが必要のようです。大雪にならねばいいのですが。 
南勝文  本日も皆様御苦労様です。 

1/23 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」 

ｐ27奉仕プロフェクトの実施 
         解説担当：松井 寛 会長 

丸岡高校より 
サッカー大会

支援のお礼状

が届きました。 


