
   

令和４年１０月２４日（月）第 2085 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 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：東角会員 

  ② 出席報告 

③ ニコニコ箱 ﾛｰﾀﾘｰ財団 本日の寄付報告 

19：30  外部卓話 

「ＤＸってなんやろの？ 

～手軽に・気軽に・やってみよさ～」 

    株式会社天 晴
てんせい

データネット 

 代表取締役 社長 西川 孝盛 氏 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

令和４年１１月１４日（月）第 2087 回例会 
スポーツ例会 「アンチエイジングゲームに挑戦」 

        ～丸岡高校新体操部とともに～ 

      丸岡高校 川端先生・新体操部の皆さん 

   場所：丸岡高校体育館 

令和４年１１月２１日（月）第 2088 回例会 
委 員 会 「４５周年記念式典について」 

       ４５周年実行委員会 部門委員会 

令和４年１１月２８日（月）第 2089 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 

 

今後の予定  

幹事報告  

≪ガバナー事務所より連絡≫ 

①10/18 付 日本経済新聞 全面広告実施済の報告 

②2023 学年度 米山奨学生 

世話クラブ引受けについてアンケートのお願い 

 

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４年１０月２４日発行 

次回の例会  

令和４年１０月３１日（月）ＩＭとの振替休会 

令和４年１１月 ７日（月）第 2086 回例会 
祝事 米山奨学金授与（１１月分） 

会員卓話 「ポリオプラスについて」 

金 定基 会員 

 

１０月２９日（土） 若狭ＲＣがホスト 

 ＩＭ（インターシティミーティング 

 ★新型コロナ感染症が５類相当に位置づけされて

いないため、懇親会は中止 

１１月 ５日（土） 島原南ＲＣにて 

 姉妹クラブ締結式典 会員８名参加予定 



  

皆様こんばんは。本日は皆さんお読みになっていると思いますが 9月のロータリーの
友の中で「一盌（わん）からピースフルネスを」千玄室氏インタビュー記事が載ってい

ました。私たちと同じ地区に所属されている方で何度も講演をお聞きする機会のある方

ですが、雲の上の世界方だと思っています。裏千家の伝統とロータリーの価値観のなか

で「『ロータリーは単に楽しいだけの場ではなく、自己啓発、学習、そして地域社会に奉

仕する場でなければならない』と先輩方かおっしゃっていたのが耳に残っています。」と

書かれています。私も前回の合同例会で吉田先生からお聞きした丸岡城を中心に古いも

のを残しながら、新しいものを取り入れていくそういう街づくりのなかで地域社会に奉

仕することができればいいなと感じました。 
また「昔は、環境問題や気候変動がいちばん心配でした。自然と人間の共存を訴え、走 

り回ったものです。しかし、今、状況はさらに悪化しています、新型コロナに始まり、ロシアとウクライナの戦争。核

兵器で脅かす指導者もいます。これは市民、特に若い人たちを不安にさせます。この困難な時期にこそ、ロータリーが

影響を拡大し、地域社会の支持を得るチャンスです。より多くの若者がロータリーの平和の指名に参加する必要があり

ます。」とおっしゃっています。戦争を知らない世代が大半を占め、遠くで起きている他人事のように思っているこの戦

争は平和ボケと言われている我々の世代にはどのように映っているのでしょうか。寄付以外に、ロータリアンとして今

どのように支援したらいいのかわかりませんが、戦争について考える機会をいただいたような気がしました。 
次回また千玄室氏かお話をお聞きする機会があることを楽しみになりました。 

松井 寛 会長挨拶                          １０月３日（月） 

ポリオ根絶目指して自転車日本縦断        １０月１２日（火） 

世界からポリオの根絶を目指そうと「END POLIO cycling 

Challenge 2750」と題して、東京三鷹ロ一タリークラブが

行っているプロジェクトです。ロータリークラブが最優先

しているポリオ根絶活動を広く知ってもらい、ポリオ寄付

推進を目的に、宮崎陽市郎さん（62）がロードバイクで日本

縦断にチャレンジされました。 

宮崎さんは 10月 1日に北海道の宗谷岬を出発し、日本を縦

断した後、10月 24日(月)の世界ボリオデ-に鹿児島県の佐

多岬のコールを目指されました。10/12（火）福井を通過さ

れるのを機に市内４クラブと丸岡ＲＣの有志が福井アオッ

サに集まり応援しました。 

 

【審議事項】       

① １１月プログラムについて               

 

 

 

 

 

② ４５周年記念式典について 

 

第５回理事会報告                          １０月３日（月） 

日  時 内  容 

11/ 7（月） 
祝事  米山奨学金授与（11 月分） 

会員卓話 「ポリオプラスについて」 

 金会員 

11/14（月） 
外部卓話 

 「アンチエイジングゲームに挑戦」 

丸岡高校 川端先生＆新体操部 

 
 

アオッサへ向かう道中

に、８号線でばったり

見かけました。 

11/21（月） 
４５周年記念式典について 

 各部門実行委員会 

11/28（月） 

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 将一郎 氏 

 



  

「部活の紹介と就職活動の進捗状況」 

曽 則為（チャン・ザ・ウェイ）くん 

マレーシアペナン島出身 福井工業大学４年生工学部機械工学科自動車ｼｽﾃﾑｺｰｽ 

去年の卓話では、マレーシアの紹介をしました。覚えていてくださっていますか？今年は、

毎月の挨拶時によく話していた「学生フォーミュラ」についてまず紹介します。 

＜学生フォーミュラとは＞ 

主旨：主役である学生が自ら構想・設計・製作した車両により、

ものづくりの総合力を競い、産学官民で支援して、自動車技術な 

らびに産業の発展･振興に資する人材を育成する。 

基本方針：学生に、学会として、ものづくりの機会を提供することにより、 

1.学生の自主的なものづくりの総合力を育成する。 

2.学校教育と連携する実践的な学び場としての教育的価値を高めていくこととする。 

マシンの雪渓開発：フレーム・サスペンション・パワトレ・インテリア／エクステリア・電装 

＜学生フォーミュラ日本大会 2022＞ロボコン、鳥人間コンテスト並びの大会 

2022 年 9月 6日(火)ー10日(土) 5日間   エコパ（小笠山総合運動公園・静岡県） 

審査項目：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①ものづくりの機会を提供

することによって、大学・高 

専等の工学教育活性化に寄与する。②学生自らがチームを組み約１年間で

フォーミュラスタイルの小型レーシングカーを開発・製作することによっ

て、学生がものづくりの本質やそのプロセスを学び、ものづくりの厳しさ・

おもしろさ・喜びを実感する。競技会では、走行性能だけでなく、車両の

マーケティング、企画・設計・製作、コスト等のものづくりにおける総合

力を競う。③学生に対しては自己能力向上の場、企業に対しては将来を担

う有能な人材発掘の場を提供する。 

＜福井工業大学インターナショナルクラブ＞・福井工業大学に在学中の留学生を中心に活動している。・ボランティア

活動、国際交流、文化体験などを行う。・福井の魅力を世界中にアピール。 

◆インバウンド観光推進プロジェクト①：若狭町（2021 年） 

3回程若狭町に訪ね、現地の観光スポットと民宿などを実際に体験して、改善策の提案をした。7か国語バージョンの

パンフレット、紹介動画を作成し、若狭町の方々に提供。若狭町で観光調査の成果発表会を行った。 

◆インバウンド観光推進プロジェクト②：池田町（2022 年） 

森と山の魅力を世界中に発信する。ツリーピクニックアドベンチャー池田の施設を体験、コテージに泊まり、かずら橋

などの観光スポットを調査した。紹介動画 10か国語に編集し、現地の方に提供する予定。 

◆観光調査の成果：魅力的な観光スポットが沢山ある・アクセスの悪いところが多数・宣伝にもっと力を入れれば良い 

SNSなどの活用が大事 

＜皆さんへの感謝＞ロータリー奨学金を頂き、生活費の余裕があったのでバイトの時間を減って、部活やプロジェク

トに集中することができました。 

＜就職活動＞今年の 2月ごろから始まり、9月ごろに終わった。自動車業界に約 20社以上エントリーした。その中に、

10社程のエントリーシートを提出し、適性検査（SPI）を受けた。先生からアドバイスを聞き、面接対策をしっかりし

ている。その結果、日本発条株式会社（ＮＨＫニッパツ）と日産自動車から内定をもらった。 

＜自分の将来/ビジョン＞しばらくの間は日本にいて頑張りたいと思います。自動車業界に入って、社会に貢献できる

車両を作り出したい。日本と母国のかけ橋として活躍したい。 

 

 

 

米山奨学生卓話                 １０月３日（月） 

静的審査：コスト／デザイン

／ プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン     

今年はオンライン開催 

車 検：技術審査／チルト／

騒音／ブレーキ 
動的審査  
 アクセラレーション／スキッ

ドパッド／オートクロス／エン

デュランス 



 

 

 

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 

 10 月 3日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 30,000 円 271,000 円 691,000 円 

ロータリー財団 32,000 円 200,000 円 

米山記念奨学会 33,000 円 223,000 円 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  ２１名 

松井会長 チャンザウェイ君楽しい卓話お願いします。 
竹澤幹事 チャン君卓話よろしくお願いします。阪神タイ

ガースＣＳ進出やったー！ 
林田千之 誕生日を自祝して！ 
小見山  良き日を元気に迎える事が出来感謝します。 
下田   チャンザウェイ君 卓話頑張って。 
奥村   妻の誕生日を自祝して。 
林田恒正 チャンザウェイ君 卓話ありがとう！ 
山下   前回は優勝しましたが、昨日の山中との合同コ

ンペでは、最下位でした。道木さん御苦労さま

でした。 
東角   今日も皆様ありがとうございます。 
水﨑   チャン君 がんばれ！ 
杉本   本日もよろしくお願いします。 
道木宏昌 チャンザウェイ君 卓話ご苦労様です。 
上屋敷  皆様本日もお疲れ様です。 
川上   本日もよろしくお願いします。 
岩田   本日もよろしくお願い致します！ 
 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １９名 
南利明 林田千之 下田 林田恒正 山下 東角 水﨑 
柿木  松井   道木 上屋敷  川上 竹澤 岩田 
八百山 海道   竹吉 南勝文  戸﨑 
◆米山奨学会◆     寄付者  １９名 
南利明 林田千之 下田 林田恒正 山下 東角 水﨑 
柿木  松井   道木 上屋敷  川上 竹澤 岩田 
八百山 海道   竹吉 南勝文  戸﨑 

委員会報告                    １０月３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 

10/3 ３１ ２５ ４ ０ ２ 86.20% 

10/15 ３１ １０ １８ ０ ３ 35.71% 

 

バーベキュー家族大会 第2084回例会       １０月１５日（土） 

簡単に例会セレモニーをしました 
過ごしやすいお天気の

中、スキージャム勝山に

てバーベキュー！！ 
会員１０名ご家族５名の 
参加された皆様、お疲れ

様でした。 

10/3 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」 
ｐ10 ロータリー戦略計画  

解説担当：山下健治会員 

八百山  10 月 15 日は家族大会バーベＱがあります。親睦を深める

よいチャンスです。楽しみにしていますので、宜しくお願

い致します。 
前川正智 本日もよろしくお願い致します。 
海道   いつもありがとうございます。 
竹吉   チャン君 本日の卓話よろしくお願いします。 
南勝文  本日も皆様御苦労様です。 
戸﨑   本日もよろしくお願い致します。 
 

１０月度祝事 
会 員 誕 生 日 

10/2 小見山会員 78 
10/22 柿木会員    63 
10/23 林田千会員 84 
10/27 杉本会員   63 
 

結婚記念日 

10/7  釣部会員 
10/8  西出会員 
10/20  山岸会員 
10/23  川上会員 

会 員 夫 人 誕 生 日 

10/3   三寺会員夫人 恭子様 
10/14  奥村会員夫人 秋子様 
10/17  東角会員夫人 恵子様 
10/17 多田会員夫人 まゆみ様 
10/20  川上会員夫人 尚代様 


