
   

令和４年 ９月 ５日（月）第 2080 回例会 

19：00 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  ９月 結婚記念日  夫人誕生日 

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：下田会員 

  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 

「多様な人材の活躍について～外国人材～」 

ふくい働き方改革推進支援センター 

特定社会保険労務士 坪 川
つぼかわ

 貞
さだ

幸
ゆき

 氏 

申請取次行政書士   坪田
つぼた

 重 一
じゅういち

 氏 

20：00 閉会点鐘 

 

本日の例会  

令和４年 ９月１９日（月）敬老の日 休会 

令和４年 ９月２６日（月）第 2082 回例会 
山中ＲＣとの合同例会 小松屋にて 

17：30 受付 18：00 開会点鐘 

18：15 記念講演「丸岡城の新たな知見となぞ」 

     吉田 純一 氏 

19：40 懇親会 

今後の予定  

幹事報告  

≪ガバナー事務所より連絡≫ 

① 9/11 ローターアクト「アクトの日」の案内 

② 【世界ポリオデー】 フォトコンテストの案内 

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９月５日発行 

次回の例会  

令和４年 ９月１２日（月）第 2081 回例会 
外部卓話 「見上げてごらん夜の星を 

～９月の星座について～」 

福井市自然史博物館 分館：セーレンプラネット 

  分館長 長谷川 哲司 氏 

 



 

  

ガバナー公式訪問                   ８月２６日（月） 

高椋コミュニティーセンターにて 

13：30～14：30   三国 RC 会長・幹事・役員理事懇談会 (３０１号室) 

14：40～15：40  三国 RC・丸岡 RC合同例会 (３階大会議室)（15：10～15：40） ガバナーアドレス 

15：40～15：50  写真撮影（大会議室） 

16：00～17：00  丸岡 RC 会長・幹事・役員理事懇談会  

国際ロータリー 第２６５０地区 2022-23年度 

ガバナー    尾賀 康裕 様（近江八幡ＲＣ） 

ガバナー補佐  小林 和美 様（福井水仙ＲＣ） 

会計長     長谷川 卓 様（近江八幡ＲＣ） 

丸岡ＲＣ 松井 寛 会長 挨拶 

皆さんこんにちは。今日はガバナー公式訪問合同例会ということで、ガバナーがお越しでご

ざいます。ご紹介いたします。国際ロ ータリー第２６５０地区本年度ガバナーの尾賀康弘様、

会計長の長谷川 卓様です。同じくガバナー補佐 小林和美様です。三国ＲＣ皆様、今日はよ

うこそ丸岡へお越しいただき、ありがとうございます。 

福井県内でも１５００人を超えるコロナの感染があり公式訪問開催の心配をしていましたが

なんとかコロナも落ち着き本日開催できたことをうれしく思っています。 

また、８月２２日には坂井高校、丸岡高校を対象として模擬面接会を２年ぶりに開催するこ

とができました。高校生の社会人として一歩を踏み出そうとしている様子や緊張した顔がわ

たくしたちロータリアンにとって刺激になったのではないでしょうか。 

三国ロータリークラブ様と合同で公式訪問をするように張ってから７年目と私かクラブへ入会した当初からこの合同

例会しか知りませんが、地区の方々が合理的に行うために考えたのだと思います。私たちも時代に合った合理的な運営

ができるよう頑張ってまいります。 

 

三国ＲＣ 高須 正実 会長 挨拶 各委員会報告 



  

ここ丸岡には、現存する最古の天守閣というここからも見える丸岡城は、枯れた味のあ

る山水画を見ているようで、私の地元にも彦根城がありますので、それぞれ姫路城のよう

な大きな城ではないですが、とても親近感を覚えました。また、若い頃、三国町の民宿で

カニづくしの料理を食べたことが忘れられない思い出です。先ほどは、三国 RC の役員懇

談会にて会長、幹事より、今年度事業計画の説明を受けました。ありがとうございます。

この後は、丸岡 RC とのことで、詳しくお聞きしたいと思います。 

＜自己紹介＞職業分類は石油販売となっております。具体的に申し上げますと、滋賀県内

で直営のガソリンサービスステーションを経営しており、その他ガソリンの卸売業なども

しております。石油卸の他に、太陽光発電の設置もしています。芦原温泉にメガソーラー

の 3基目を設置しています。雪国と思っておりましたが、効率よく発電できています。 

＜ＲＩの方針＞ジョーンズ氏は女性で初めて国際ロータリー会長に就任しました。その彼女が掲げているスローガンが

「イマジン」です。ロータリーを想像してほしいということです。 では何をイマジン（想像）するのでしょう？それ

はロータリー７つの重点分野が達成された世界をイマジンするのです。 

 ・戦争や紛争にない世界 

 ・疫病（死に至る病）で困る人のない世界  

 ・誰もが衛生的で安全な水の飲める世界 

 ・安心して赤ちゃんを産み育てることのできる世界 

 ・子供たちすべてが平等に教育を受け、誰もが字を読み書きできる世界 

 ・すべての地域で貧困のない着実な経済発展がなされている世界 

 ・自然と人間が共生できている世界 

クラブの会長のもと、この７つの世界が達成された世界を想像してください。少しでも近づけるような行動をおこして

ください。 

＜ＲＩの方針実践にむけての具体的な年次目標の重要なポイント＞ 

① ポリオの根絶にむけてのアクションです。あと 0.2% で人類が根絶した二番目の疫病となる日が来ます。その日ま

で根絶のための運動を継続しましょう 

② 公共イメージの向上です。ロータリーの地域における認知度は決して高くありません。ある会合でアンケートを取

ったところ「よく知っている」と答えた方は、男性１５％女性８％、「聞いたことがある」まで含めると５０％を超

えます。その中には、表面的なことしか知らない人がほとんどです。２０代に限って言えば「全く聞いたことがな

い」男性６８％女性は８０％です。特に若者を中心にアピールしていただきたいです。 

ケンタッキーフライドチキンの創業者のカーネルサンダーソンはロータリアンです。全ての店舗の前においてある

立像はロータリーバッチを付けていますので、確認してみてください。熱心なロータリアンで、「人を幸せにするの

に引退はない」食を通じて人を幸せにしたいという想いがいっぱいの人です。ロータリーバッチは、象徴です。地域

の方が「ロータリーって素晴らしい団体ですね」と認識していただくべく公共イメージの向上に努めましょう。 

③ ＤＥＩ「多様性、公平さ、開放性」をコンセプトに相手の価値観を認めましょう。過去、ロータリーでは、プライド

が高く高潔であるが故に、他団体との交流をしない女性を入会させないなど、閉鎖的でありました。ロータリーと

しての矜持、誇りは失ってはいけないが、全く違う価値観を持った人々や団体と、奉仕に対する気持ちが同じであ

れば手を組み、ロータリーらしくないなどと言わずに、全ての人々と奉仕活動をしていきましょう。 

④ 退会者を出さない。辞めたくないなと思えるような心地よいクラブつくりをしていただきたいです。 

＜地区の運営方針＞一言でいえばコロナ禍で沈滞したクラブの活力と輝きを一気に取り戻そうというものです。委員会

だけで事業をするのではなく、会員全員が関わるようにしてください。そのために奉仕と親睦をひたすら実践しましょ

う。できるだけ対面による例会を実施し、これを起点にクラブメンバー全員が何らかの形で事業にたずさわり、事業が 

成就したあかつきには全員で「感動と感激、そして感謝」

を実感できる、そんなストーリーを描いてください。輝

きのあるクラブつくりをしてください。 

まだまだコロナ化は終息しそうにもありませんが、下を

向いて悩むよりこんな時だからこそ「いつも笑顔で前向

きに」行動しともに良い一年にしていきましょう！！ 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

ガバナーアドレス                ８月２６日（月） 



 

 
 

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 

 8 月 29 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 52,000 円 161,000 円 581,000 円 

ロータリー財団 16,000 円 105,000 円 

米山記念奨学会 26,000 円 127,000 円 

 

委員会報告                    ８月２９日（月） 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  ２２名 

お客様 
・2650 地区 
尾賀ガバナー 小林ガバナー補佐 長谷川会計長 

・三国ＲＣ高須会長 
丸岡ロータリーの皆様ガバナー公式訪問合同例会準

備ありがとうございます。よろしくお願いします。 
松井会長 尾賀ガバナー、小林ガバナー補佐、長谷川会計

長、三国ＲＣのみなさま。ようこそ。ガバナー

アドレス楽しみにしています。 
竹澤幹事 尾賀ガバナー、長谷川会計長、小林ガバナー補

佐そして三国ＲＣの皆様、丸岡へようこそ。本

日はよろしくお願いします。 
南利明 林田千之 山岸 下田 奥村 林田恒正 水﨑 
柿木  杉本   上屋敷   八百山  竹吉 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １３名 
南利明 林田千之 下田 林田恒正 水﨑  柿木 杉本 
松井  前川徹  上屋敷  竹澤 八百山 竹吉 
◆米山奨学会◆     寄付者  １３名 
南利明 林田千之 下田 林田恒正 水﨑  柿木 杉本 
松井  前川徹  上屋敷  竹澤 八百山 竹吉 

◆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 

8/29 ３１ ２１ ６ ３ １ 70.00% 

 

山下   本日ご寄付ありがとうございます。 
前川徹  丸岡城天守の戦前の大改修工事のフィルムが上映されまし

た。坂井市のホームページで見れますのでどうぞ！ 
 
本日もよろしくお願いします。 
 西出 岩田 前川正智 海道 

永らくスタディーツアーの派遣など交

流を行っているタイ国プラティープ財

団の秦さまが、一昨年の秋、日本の旭

日中綬章を受章しました。先日、日本

大使館公館にて日本の大使より受賞の

贈呈式がありましたので丸岡ＲＣより

お祝いを贈りました。プラティープ財

団よりお礼状が届きました。 
 


