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本日の例会
令和４年
19：00

＜表敬訪問＞

７月１１日（月）第 2076 回例会

山中ＲＣ 会長

幹事

開会点鐘

三国ＲＣ 会長

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「奉仕の理想」 斉唱

龍 平

松井 寛 会長

幹事報告

竹澤 俊彦 幹事

様（旅館業）

北 村 貴司 様（日本料理）

たかす まさみ

高須 正実 様（建築板金）

幹事 久田 恭 司

会長挨拶

様（米飯惣菜製造販売）

次回の例会

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

令和４年

７月１８日（月）祝日

令和４年

７月２５日（月）第 2077 回例会

新理事役員披露会

休会

小松屋にて

クラブアッセンブリー

「新年度事業計画発表②」
① 東角会員増強退会防止理事
② 川上職業奉仕委員長
③ 三寺社会奉仕委員長
④ 西出国際奉仕委員長
⑤ 海道青少年奉仕委員長
⑥ 八百山奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ理事
20：00

吉本

きたむら たかし

ひさだ きょうじ

来賓紹介

19：30

よしもと りょうへい

今後の予定
３分間
４分間
４分間
４分間
４分間
３分間

令和４年

令和４年

１日（月）第 2078 回例会

８月

８日（月）第 2079 回例会

クラブアッセンブリー「公式訪問に向けて」
ガバナー補佐をお迎えして

閉会点鐘

幹事報告
≪ガバナー事務所より連絡≫

令和４年

８月１５日（月）お盆の為 休会

令和４年

８月２２日（月）第 2080 回例会

就職模擬面接会 福井県立坂井高校にて
8:30 集合 9：00～11：00 面接 11：10 例会

①８月ＲＩレート１＄＝１３６円
②2022-23 年度ガバナー賞応募方法

令和４年

③2021-22 年度馬場益弘ガバナーから退任の挨拶

８月２９日（月）第 2081 回例会

ガバナー公式訪問 高椋コミュニティセンターにて
14:30～15：30 例会

④米山奨学会上期普通寄付納入願い
⇒会費より一人当たり 2,000 円中旬頃送金予定

ビジター受付のみ実施日

８月

祝事 米山奨学金授与（８月）
外部卓話 「ＤＸについて」
天晴データネット 代表取締役社長 西川孝盛氏

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/

バッチ交換

新旧会長・幹事

７月４日（月）
７月６日（水）

松井

開催

前年度 柿木会長
上屋敷幹事
お疲れ様でした。
新年度 松井会長
竹澤幹事
よろしくお願い
します。

寛 会長挨拶

７月４日（月）

伝統ある丸岡ロータリークラブの会長を務めるにあたり、その責任の重さを感じ身の引き締
まる思いであります。平成２７年３月４日入会させていただき本年で８年目となりましたが、
入会当時とはあらゆることが大きく変化してきています。特にここ数年はコロナの影響もあり
例会や親睦活動ができないなど、私はロータリーのあり方そのものの変化を実感しており、先
輩方だけではなく会員のほとんどの方もかなりの変化を感じている思います。しかし、例会出
席から始まり親睦や交流、そして奉仕活動へと繋がっていく、その基本は変わることなくあり
ません。 私は丸岡ロータリークラブを、例会の出席が楽しく、奉仕事業に参加することの大
切さを知っていただきクラブでの自分の居場所を見つけられるよう、また会員同士の交流が今
まで以上に活発にできるよう頑張ってまいります。本年度一生懸命努力しますので、会員の皆
様、ご家族の皆様のご理解とご協力を宜しくお願い致します。

第２回理事会報告

７月４日（月）

【審議事項】
① ８月プログラムについて
公開例会とする
② ８/２２就職模擬面接会について
③ ８/２９ガバナー公式訪問について
④ 希望の風奨学金について
⑤ ニコニコ箱の余剰金について
本来は全て奉仕活動に使われるべきであるが、余剰金に関
しては融通できることにするということの確認
⇒クラブ細則 第 11 条第 5 節に明記してある通り。

米 山 奨 学 金 授 与 （ ７ 月 分 ）
７ 月 ５ 日 （ 月曽） 則為（チャン・ザ・ウェイ）くん
あっという間に 1 年間過ぎました。
昨年度は色々ありがとうございまし
た。新年度もどうぞよろしくお願いい
たします。
私は今、卒業研究と学生フォーミュ
ラーに取り組んでいます。学生フォー
ミュラーは 8 月に完成させ車を走らせ
たいと、週４で頑張っています。本日もありがとうござ
います。

委任状授与

７月４日（月）

林田千之会員
地区
ロータリー情報委員

日

時

8/1（月）

内

容

祝事
米山奨学金授与（８月分）
外部卓話 「ＤＸについて」

8/8（月） クラブフォーラム 「公式訪問に向けて」
8/15（月） お盆期間中の為 休会
8/22（月） 就職模擬面接会
8/29（月） ガバナー公式訪問

ご挨拶

７月４日（月）
丸岡高等学校 校長 山内 康司 様

4 月から丸岡高校に就任しました山内と
申します。どうぞよろしくお願いいたし
ます。丸岡ロータリークラブの皆様には
日頃より丸岡高校の教育活動に対して
物心両面からのご支援を賜りまして深
く感謝申し上げます。丸岡高校では今年から新コース二つ
を立ち上げまして、地元貢献をはじめ丸岡を活気づける原
動力となるよう高校生が色々街に出かけていく授業をこ
れまで以上に積極的に進めております。

表敬訪問

７月８日（金）
松井会長 竹澤幹事
友好クラブ三国ＲＣさんへ
表敬訪問しました。
三国ＲＣ姉妹クラブの加賀
ＲＣさんも一緒でした。

新年度方針発表

①

７月４日（月）

2022-23 年度 「ロータリーを楽しみ、つながりを深めよう」

会 長
松井 寛
2022-23 年度ＲＩ会長ジェニファージョーンズ氏は「イマジン ロータリー」をテーマとし「想像
してください、私たちがベストを尽くせる世界を。私たちは毎朝目覚めるとき、その世界に変化を
もたらせることを知っています」
「果たし甲斐のある責任が担えるように」と述べています。そし
て目標として、
・より大きなインパクトをもたらす・参加の基盤を広げる・参加者の積極的なかか
わりを促す・適用力を高める、この４つを上げています。
2022-23 年度第 2650 地区ガバナー尾賀康裕氏は「感動、感激、そして感謝」を地区のスローガン
としました。
「メンバーそれぞれが自分の居場所を明確にし、その居場所を通じて奉仕を実践しま
しょう。そして感動、感激、そして感謝いっぱいの楽しいライフストーリを作っていきましょう。
」と述べています。
３つの重要項目 ①ロータリー運動の原点に返りましょう！ ②心のオアシスとなるクラブにしましょう！
③一人でも多くの人とロータリーを分かち合いましょう!
国際ロータリーのテーマ、地区のスローガンを踏まえ、丸岡ロータリーのスローガンを「ロータリーを楽しみ、つなが
りを深めよう」としました。2020 年 3 月から COVID-19 の感染が始まり現在も収束の見通しはたたず、ロータリー活動
が制限されてきました。感染拡大時には例会は中止され、また大半の奉仕事業も実施できない状況下にありました。そ
こで、本年度は、会員が例会に出席することの楽しみや、奉仕事業へ参加することの意義を、思い起こしていただける
ようこのスローガンにしました。
＜全員例会出席＞約 2 年間 COVID-19 の感染に振り回され、例会を休まざるを得ないことが多々ありました。本年度も
１年を通して例会を開催することが難しいことが予想されます。例会開催時には「出席しないともったいない」と思
えるような例会運営の工夫をしていくことで、出席率の向上に繋げていきます。
＜親睦活動＞会員同士の交流を促進できるよう親睦会、食事例会、家族で参加できる行事のほかに、同好会を増やし、
他クラブの方々との交流も楽しめるようにします。その際は、感染状況には十分配慮いたします。
＜奉仕活動＞一昨年、タイ国のカンチャナブリ高校と、県内地元の高校 2 校に寄贈したオンライン機材を活用し、就職
模擬面接や現在縮小傾向ある国際奉仕活動を行います。特に地元の高校生とタイの高校生との積極的な交流ができ
るよう援助します。
＜会員増強＞親睦委員会、会員増強・退会防止委員会と協力し、３名増員を目標とします。特に女性が入会しやすい環
境づくりに取り組みます。
竹澤 俊彦 幹事
私は松井会長のスローガン「ロータリーを楽しみ、つながりを深めよう」の通りになるように皆
様のロータリー活動が潤滑に行くように努めて参ります。どうしても人間ですので意見がぶつかる
ことが多々あろうかと思います。そういう時には、私の得意とする出番がやってきます。皆様がロ
ータリーに求めているものを必ずや素晴らしい形で実現できるように、頑張っていきたいと思いま
す。私の思いは、私の父が長い間お世話になったロータリークラブに、現在こういう形で、少しで
も恩返しが出来ればということです。
地区の資料に書かれていた話ですが、１年間は 525,600 分です。毎週１回例会があるとすると、60 分×4 週×12 か
月で 2,880 分 実際には休日もあるので、もう少し短いです。睡眠時間も含まれているので、実際にはそんな感じはし
ないかもしれませんが、１年間のうちたった例会時間は、0.5％です。週１回が多く感じられていらっしゃるかもしれ
ませんが、１年間では、少ない割合の時間を皆さんと一緒に、より有意義なものになるよう努力していきます。
金 定基 会計
会員数が少なくなってきている分、会計のやりくりにはそれなりの困難を伴うようにはなってき
てますが、松井会長の方針の元、適正かつ迅速な会計処理ができるよう努めて参りたいと思います。
また、ニコニコ箱委員会とも協力し、皆様の奉仕活動を支えていけるよう努めて参りたいと思いま
す。よろしくお願いします 。
竹吉 睦 クラブ管理運営理事
親睦活動 前川正智委員長、出席 林田千之委員長 規定審議 山下委員長
ニコニコ箱 南勝文委員長 ソング 小見山委員長 プログラムは、竹吉が兼任致します。
松井新会長の方針の元、楽しく繋がりが持てるそのような例会を目指して参りたいと思ってお
ります。そのためには、先だっての例会時林田千之会員がお話されていた「出席」をしないと楽
しみが味わえないということで、今年度は、新たな工夫がなされて、皆さんが少しでも出席をし
たくなるようなそういう仕掛けがございます。そのように皆さんの出席を促してまいりたいと思
います。また様々な事情でどうしても出席できない場合もありますので、そういった場合には柔軟にオンラインでの出
席も取り入れて参りたいと思っています。ニコニコ箱では皆さんが「ニコニコ」と笑ってご寄付いただけるようなそう
いう雰囲気づくりをしてまいりたいと思います。ソングの方は、私もようやく歌詞を見ないで歌えるようになってまい
りましたが、皆さんも歌詞を見ないで歌えることを目標で取り組んで参りたいと思います。

杉本 政昭 公共イメージ理事
基本方針としましては、松井会長の方針のもと、各活動で得た成果を幅広く広報し、公共イメージ
の向上に努めます。活動計画 は、地域の人々に活動や事業を広報します。ロータリーの友を通じて、
情報共有そして吸収し、メンバーの意識向上や地域活動に役立てることとします。ホームページの
さらなる充実を掲げております。
水﨑 亮博 ロータリー財団理事
ロータリー財団への皆様からの寄付を通じて、国際ロータリー財団を支援して
います。丸岡ロータリークラブでは、ここ数年来、ロータリー財団からの地区
補助金を活用して奉仕活動をしています。地区補助金は、皆様からの寄付金の額に応じて金額が決定
します。一人当たり年間１８０ドルの寄付をお願いしています。どうぞよろしくお願いいたします。
また、米山奨学金は一人年間２４，０００円を目標にしています。合わせてお願い致します。
林田 恒正 ＳＡＡ
楽しい雰囲気の例会の進行をしていきます。コロナ禍で机の並べ方は、今は学校形式ですが、会
員同士で懇談できるような机の配列を理事会で提案していきたいと考えています。我々丸岡ロータ
リークラブが楽しい雰囲気で、例会に出席した甲斐があると思えるような、例会にしたいと思って
います。皆様方のご協力をよろしくお願いいたします

委員会報告

７月４日（月）

◆ロータリー財団◆

寄付者

２０名

南利明 林田千之 下田 金 奥村 林田恒正 山下
水﨑 柿木 杉本 三寺 松井 上屋敷 川上 竹澤
岩田 八百山 前川正智 竹吉 南勝文

◆米山奨学会◆

寄付者

２０名

南利明 林田千之 下田 金 奥村 林田恒正 山下
水﨑 柿木 杉本 三寺 松井 上屋敷 川上 竹澤
岩田 八百山 前川正智 竹吉 南勝文

◆ニコニコ箱◆

寄付者

２３名

松井会長 本年度会長を務めさせていただきます。会員の
皆様どうかご協力のほどよろしくお願い致し
ます。
竹澤幹事 いよいよ松井年度スタートです。皆様よろし
くお願いします。

◆出席報告◆

出席委員会 （新会員未入会処理）

例会日

会員数

7/4

３２

出

席

２４

届有
欠

届無欠

４

１

出席免除者

欠席

２

例会出席率

82.76%

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会
7月4日

累計

ニコニコ箱

34,000 円

34,000 円

ロータリー財団

45,000 円

45,000 円

米山記念奨学会

57,000 円

57,000 円

会費含む累計
34,000 円

◆松井会長・竹澤幹事・役員の皆様 １年間御苦労さまです。新年度、宜しくお願い致します。
南利明 林田千之 下田 金 林田恒正 水﨑 柿木 杉本 三寺 前川徹 上屋敷 川上 西出 岩田 八百山 前川正智
竹吉
小見山 また、家内が無事元気で誕生日を迎えられそうで感謝します。
奥村
また、誕生日を自祝して。
山下
前年度、ニコニコを沢山集めた岩田委員長ご苦労さまでした。また、財団と米山に多額の寄付を頂いた南利明会員ありが
とうございました。
南勝文 本日もたくさんのご寄付いただきありがとうございました。

会 員 誕 生
7/4

日

奥村会員 79

7/31 金 会員 69

★今年度のお誕生日プレゼント
会員誕生日
トートバック
ご夫人誕生日 西洋菓子俱楽部商品券（1,000 円分）
商品券には、有効期限がありますのでご注意ください。

７月度祝事

会 員 夫 人 誕 生 日
7/18

小見山会員夫人 民恵様

7/25

瀬野会員夫人

早苗様

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－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

