
 
  
  

令和４年７月４日発行 

～創造を もっと素直に。もっと楽しむ。～ 

ＭＡＲＵＯＫＡ ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ 

丸岡ロータリークラブ会報 

 

クラブアッセンブリー １年を振り返って        ６月２０日（月） 

各委員会については、次年度ガバナー公式訪問時に配布の「クラブ活動計画書・報告書」に記載します。 

松井 寛 奉仕プロジェクト部門 理事 

職業奉仕委員会  丸岡高校定時制にて職業講話を実施しました。去年と同様の事業

で、学校から好評いただいているため継続しています。 

青少年奉仕委員会  丸岡高校へサッカー全国大会出場へのお祝い金、子ども食堂へ

の協賛金を寄付しました。お年寄りや家族も子ども食堂へ参加していました。大学

生など、色々なボランティア団体がお手伝いをしていたので、今後は、協賛金を出

すだけではなく、別の支援も考えてみたいです。 

国際奉仕委員会  寄贈したオンライン機器で、丸岡高校・坂井高校の生徒がタイ高

校生と交流を図る支援を行いました。またタイの高校生へ日本語学習の意欲をだし

てもらおうと、日本の高校生の手作りのクリスマスのプレゼントを送りました。大

変喜んで頂けました。 

社会奉仕委員会  三国ＲＣとサンセットビーチの清掃活動をしました。（ロータリー奉仕デーの一環）10 名前

後の会員の参加で、多くのゴミを拾いました。共同でできた事業でよかったです。 

地区補助金を利用して、丸岡高校・坂井高校へタイ高校生徒の交流に役立ててもらう為、オンライン機器を寄

贈しました。とても高性能の機器で、オンラインでやり取りする際にも映像がきれいです。役に立てて良かっ

たと思います。 

皆様、こんばんは。本日は、クラブアッセンブリーです。理事の方は、ご報告をお手

間かけますけどもよろしくお願いします。 
先週の土曜日に福井北ロータリークラブ様が支援している「すだちの家」にて恒例の

ジャガイモ掘りに会社のＰＲも兼ねて参加してきました。すだちの家は、入所者 30 名 

通所者 20 名です。設立 30 年で平均年齢が 50歳前後で、高齢化してきています。サー

ビス管理者の黒瀬さんからお話を聞きました。入所者の方は、養護高等学校を卒業した

らこの後の受け入れ先が見つからないそうです。普通の生活をしていることの喜びを

改めて感じました。福井北ＲＣ会長の挨拶では、「我々は企業人ですから、多くの利益

を出し、多くの税金を納めましょう。それが福祉に生きてきます。」とおっしゃって 
いました。丸岡ＲＣでも地域での継続支援ができればいいなと感じました。 

柿木 満雄 会長挨拶                         ６月２０日（月） 



 
 
 
 
  

八百山 正栄 クラブ管理運営 理事 

柿木会長の下で「クラブ管理運営委員長」を職務として、過ごさせて頂きましたが 凡

人がゆえに満足のいく仕事ができませんでした事先ずもってお詫び申し上げます。 
コロナ禍で例会をあえなく断念せざるを得なかった事などから考えてみますと、私は

非常にメンバーに恵まれました。年度の終盤には、諸先輩方に、歩んでこられましたロー

タリーの歴史を学び、また若き会員から、苦手なスマートフォンの扱い方を学ぶなど、振

り返れば充実した中身だったと感じます。 
今一度、この素晴らしい仲間・クラブ管理運営委員会メンバーに絶大なる拍手を頂き、

私の御礼の弁とさせて頂きます。有難うございました。 

東角 操 公共イメージ理事 

雑誌広報 IT 委員会  坂井丸岡高校坂井高校のオンライン交流事業についてマスコミ

リリースを行いました。ＳＮＳでの活動発信ができませんでした。 
会報委員会  きめ細かに発行できました。休会中の発行をしませんでした。 

竹澤俊彦 ロータリー財団理事 

コロナ禍で例会が休会したので、寄付も少なくかったです。

地区のロータリー財団担当委員の方がお願いにこられました。

また、昨年、８/７に京都へ地区補助金利用の為に出席が必須条

件であるロータリー財団の研修会へも参加しました。 
また例会時の寄付額のまとめに、西出、海道、前川会員にお手伝いいただきありがとう

ございました。 

山下健治 会計理事 

今年度は、昼の例会時を月２回するということで、食事代金を 1 か月 1,000 円、1 年

12,000円を徴収させていただきました。約半数は昼例会がコロナの影響で中止になりま

した。目的をもって食費として集めたお金ですので、次年度の会計に繰り越さずに、返

金することとしました。分担金と事務運営費が固定化されてますので、厳しい状況です。

今後分担金も増えることも予想されます。クラブ奉仕プロジェクトの為に集めているニ

コニコ箱は、80万円を予算化していますが、ほぼ達成されました。ニコニコ箱の収入で、

奉仕プロジェクトの費用を賄いますが、今年度は、支出が減ったので、剰余金がでます。

丸岡ＲＣのニコニコ箱の剰余金は一般会計の剰余金と共に、特定資産に繰り越されます。 
特定資産であるので、奉仕事業以外にも使用できてしまいます。三国ＲＣは、それぞれの剰余金は分けて管理をし

ています。これを今後どのようにしていくかは、次年度以降の課題にしていただきたいです。領収書、領収サイン

の有無等、厳しくチェックしました。決算は、監査をして７月中旬には発表します。 

金 定基 ＳＡＡ理事 

全体でみると和やかな中にも緊張感があってかつリズミカルな例会進行が、ほぼほぼで

きたと考えております。みなさんご協力ありがとうございました。私個人では、欠席が

多く、会員の皆様、特に林田恒正会員には大変ご迷惑をおかけしました。お詫びとお礼

を申し上げます。 

道木宏昌 会員増強退会防止理事 

コロナ禍を言い訳にしてほとんど活動しませんでした。会員

増強については、多田会員に１０月に入会していただきました。

次年度、私自身は委員会を外れますが、会員増強に尽力していき

たいと思います。 
 



 上屋敷貴紀 幹事 

理事役員また会の皆様のおかげで、今年度も残りあと一回となりました。本当に有難うござ

いました。年初に会長方針の遂行に関する補佐を行うという計画をたてました。年間を通し

て大きな問題が生じることなくやってこれたのは、一つの成果と思っております。反省点や

課題は、理事会の内容を会員の皆様にきちんと周知できなかったことです。申し送り事項

は、新型コロナウイルス等の感染症における例会を休会する際の基準を明文化するとよい

ということです。先日の福井県下現新会長幹事会で明文化されて基準を設けられているク

ラブの発表がありました。新しい感染症等の場合に、どういう状況になると休会するのかと

いうことの基準を設けておけば、より活動がしやすくなると思います。 
柿木満雄 会長 

皆様のご協力で、未熟者の私が会長の職を 1 年間無事に務めることができました。あり

がとうございました。この 1 年間は新型コロナウイルスの感染症の一年間でもありました。

1 年間で本来なら 42回の例会を開催の予定でしたが、福井県感染拡大警報など発令により

12 回休会し実際は 30 回しか例会はやっていません。予定していた懇親会等が出来なかっ

た事も多々ありました。忘年会＆新入会員歓迎会だけは 1 回開催できたことは、良かった

と思います。また来週のお疲れさん会も今のところは開催する予定ですのでよろしくお願

いします。 
本年度丸岡ロータリークラブのスローガンに「Action！」を掲げ、新しいことに挑戦する中で不安もありました

が、変わった例会ができたのは良かったと思います。皆様に感謝いたします例会内容は、外部卓話は、困難が予測

されましたので、会員企業 PR 例会を企画しました。 第 2 週第 4 週は昼例会、第 1 週第 3 週第 5 週の例会は夜

例会とし、会員の皆様が出席しやすい例会方法を模索しました。社会奉仕事業につきましては先ほどもお話ありま

したが、三国ＲＣさんと合同で三国サンセットビーチの清掃活動を行いました。タイ国の高校と県内高校高校生の

交流授業を実施しました。職業奉仕活動では丸岡高校定時制の職業講話を実施しました。そして、青少年奉仕では、

子ども食堂への寄付を行いました。今回は、寄付金のみでしたが、本来は、一緒に活動するのが本来の姿だとは思

います。次年度以降は、検討していただきたいと思います。会員増強については、 ２名増強と目標を掲げました

が、１名にとどまりました。出席率１００％例会を２回達成することも、達成できませんでした。最後に、理事役

員、会員の皆様のお陰で無事１年間運営できました。ありがとうございました。 
 

お疲れさん会                    ６月２７日（月） 

 柿木会長 開会の挨拶 

司会者：川上親睦活動副委員長 

杉本直前会長の発声で乾杯 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

委員会報告                 ６月２０・２７日（月） 

◆ニコニコ箱◆  6/20 寄付者  ２１名 

柿木会長  丸岡ロータリークラブの皆様一年間本当にありがとうござ

いました。 
上屋敷幹事 皆様一年間大変お世話になりました。本当にありがとうご

ざいました。 
◆会長・幹事・理事役員 一年間ご苦労さまでした。 
南利明 釣部 林田千之 小見山 下田 奥村 林田恒正 杉本 
三寺  松井 前川徹  道木  川上 西出 岩田   八百山 
前川正智   南勝文  多田 

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 6 月 20 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 23,000 円 721,000 円 1,673,500 円 

ロータリー財団 31,000 円 549,100 円 

米山記念奨学会 39,000 円 530,000 円 

 6 月 27 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 36,000 円 757,000 円 1,709,500 円 

 

◆ニコニコ箱◆  6/20 寄付者  １６名 

柿木会長  本日のクラブアッセンブリー理事、役員の

方々よろしくお願いします。 
上屋敷幹事 皆様本日もよろしくお願い致します。 
下田    出席委員長も今日入れてあと２回。ようやく

終わります。 
金     残念ですが、来週の慰労会は欠席させていた

だきます。柿木会長はじめ皆様１年間御苦労

さまでした。 
奥村    理事、役員の皆さん一年間ご苦労さまでした。 
林田恒正  クラブアッセンブリー、今年度を振り返って。

ご苦労様でした。 
山下    来週は欠席しますので、柿木年度最後の例会

です。会長、幹事、役員の皆様一年間ご苦労

さまでした。 
東角    今年もあと一回です。よろしくお願いします。 
水﨑    我が家の瀬戸には、蛍が飛んでいます。 
松井    奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを振り返れば、コロナの影響が

大きかったです。来年度は頑張りましょう。 
川上    本日も皆様おつかれさまです。 
竹澤    よろしくお願いします。 
岩田    本日もご寄付ありがとうございます。 
八百山   本日も宜しくお願いします。 
竹吉    本日もよろしくお願い致します。 
南勝文   本日も皆様ご苦労様です。 

◆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 

6/20 ３２ ２３ ６ １ ２ 76.67% 

6/27 ３２ ２４ ６ １ １ 77.42% 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １７名 

南利明 林田千之 下田 金  奥村 山下 東角 水﨑 
柿木  松井  上屋敷 川上 竹澤 岩田 八百山 
竹吉  南勝文 

◆米山奨学会◆     寄付者  １６名 
南利明 林田千之 下田 金  奥村 山下 水﨑 
柿木  松井  上屋敷 川上 竹澤 岩田 八百山 
竹吉  南勝文 

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－東角 操 会報委員会 委員長－川上純幸 副委員長－東角 操 

委 員－竹吉 睦 前川正智 

ロータリー財団へ送金（後期分）  

年次寄付・ポリオプラス ２２７，０００円 

米山奨学会へ送金（後期分） 

 特別寄付        ２３１，０００円 

たくさんのご寄付ありがとうございました。 

★それぞれの確定申告用の寄付証明書は７月下旬発行される予

定です。 

 

 

次年度役員より一言ずつ抱負発表！ 

松井会長エレクト 

閉会の挨拶＆ 
万歳三唱 

前川徹ソング副委員長の指揮で恒例 
みんな笑顔の「手に手つないで」(^^♪ 
 


