
   

令和４年 ８月８日（月）第 2077 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  ８月 会員誕生日  夫人誕生日 

委 嘱 状   RLI 研修ディスカッションリーダー 

       松井会長 

伝達表彰   ロータリー財団 

PHF+4 南利明会員  PHF+1 松井会長 

米山奨学会 

第 3回水﨑会員 

第 1回南利明会員 八百山会員 

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より 

「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：小見山会員 欠席の為 

代理：林田千之会員 

  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  クラブアッセンブリー 

「ガバナー公式訪問にむけて」 

小林和美ガバナー補佐をお迎えして 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

令和４年 ８月２９日（月）第 2079 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 

今後の予定  

幹事報告  

≪ガバナー事務所より連絡≫ 

①青少年交換担当委員長会議案内 

7/30 京都経済センターにて 竹澤幹事出席 

②第１回青少年奉仕委員会案内 

9/10 zoom 開催 海道委員長出席予定 

③クラブ米山奨学委員長会議案内 

 8/28 アオッサにて 水﨑委員長出席 

④ＲＩ人頭分担金請求書（１＄136 円） 

 評議会   1 人   １＄ 31 人   4,216 円 

 人頭分担金 1 人 35.5＄ 31 人  149,668 円 

⑤ＲＬＩ パートⅠ 開催の案内 

9/11 竹吉副会長 Zoom 参加 

⑥IM第 6組新会員セミナー案内 

⑦地域別職業奉仕担当者懇談会(福井)開催の案内 

9/10 福井アオッサにて 

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４年８月８日発行 

次回の例会  

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 2078 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 

 

８/１理事会報告は、次回の会報に掲載します 



 

  
皆様こんばんは。本日はお客様をお迎えしておりますのでご紹介いたします。山中ロー

タリークラブ会長吉本龍平様・幹事北村貴司様、三国ロータリークラブ会長高須正実様・

幹事久田恭司様、会長エレクト大嶋裕一様・大嶋一英様・増谷富由紀様がいらっしゃって

おります。両クラブの会長幹事様方には後ほどご挨拶をいただきたいと思います。 
7 月 8 日金曜日の三国ロータリークラブ様の例会に出席させて有難うございました。と

ても和やかな雰囲気で事業報告など盛りだくさんのお話が聞けてとても楽しく過ごさせて

いただきました。私は丸岡ロータリーに入ってから８年と経験が浅いものですから両クラ

ブとの始まりを見てみましたら、山中ロータリークラブ様と友好クラブになったのが 1982
年 4月 9日締結し 40年間、三国ロータリークラブ様と友好クラブになったのは 1988年 6
月 7日締結し 34年間と、諸先輩方の努力の結果、長きにわたり交流を深めてきたのがよく
わかりました。今後もよろしくお願いいたします。特に山中ロータリークラブ様とはコロ 

ナの影響でここ２、３年会員同士の交流できず、会員歴の浅い方はあまり記憶にないのではないでしょうか。今年は９

月に合同例会を開き楽しくお話ができればと考えています。三国ロータリークラブ様とは昨年度から徐々に交流も増え

てきており、本年度は芦原温泉駅の新幹線開業に伴う見学などを予定されているということで、とても楽しみにしてい

ます。最後に 7 月 26 日火曜日に山中ロータリークラブ様へご挨拶に伺いたいと思いますのでその際はよろしくお願い
いたします。 

松井 寛 会長挨拶                         ７月１１日（月） 

山中ロータリークラブ 

会長  吉本 龍平 様     幹事 北村 貴司 様 

ご紹介にあずかりました今年度山中ロータリークラブ会長の吉

本でございます。本日は、お世話なります。 
先ほど松井会長からお話がございましたように山中ロータリー

クラブとこちら丸岡ロータリークラブさんの歴史は非常に長く、 
40年と言いますと、私は、1980年生まれですので私が 2歳の時にはもうすでに丸岡ロータリーさんと友好クラブを結
んでいただいていたというお話を伺いまして、非常に長い歴史を今ひしひしと感じておる次第でございます。 
今年度当クラブはクラブスローガンを「持続のための変化それぞれのロータリー」ということで、会員数は 20 名と
いう少人数のクラブではありますが、メンバーが楽しくロータリークラブを活動できればという方針で活動してまいり

ます。9 月の丸岡さんとの交流会、他にも様々な活動で皆さんと交流ができればというふうに思っております。1 年間
若輩者ではございますがどうぞよろしくお願いいたします。 

三国ロータリークラブ 

会長 高須 正実 様    幹事 久田 恭司様 

先日は、松井会長、竹澤幹事に三国ロータリークラブにお越しい

ただきありがとうございました。また、本日は、会員３名もお邪魔

します。 

コロナ禍で制限があり、ロータリークラブの本来の姿である人と人との繋がりが乏しくなりました。また青少年や幼

い子供たちにとっても本来あるべき外部との交流活動も抑えられてきました。コロナも秋には、収束することを期待し

て各奉仕活動で、伝統文化の異なる人々の交流を深めていきたいという想いで、本年度のスローガンを「伝統あるこの

街・歩もう三国ロータリークラブと共に」としました。今後とも友好関係を宜しくお願い致します。合同例会は、来年

の４月１日に芦原温泉駅が新しくなりますので、そのころに、楽しいイベントを準備するつもりです。宜しくお願い致

します。 

表敬訪問 ご挨拶                          ７月１１日（月） 

新年度方針発表 ②                ７月１１日（月） 

東角 操 会員増強退会防止理事 

ロータリー情報委員長の林田千之会員は、地区の情報委員会に長く在籍されており、新入会

員の皆様に対しての教育をされてきて、スキルを持っていらっしゃいます。委員会では、本年

度は、お手元にある「これだけは知っておきたいロータリーの基礎」という冊子を一人一冊ず

つ購入し、解説順番表にもとづいて、毎週解説を行います。 

会員増強退会防止委員会では、以前、新会員候補者を４２名上げて、竹吉会員、前川正智会

員、退会した中村会員が入会されました。これをベースに新会員を勧誘していきたいと思いま

す。新たに、候補者がいましたら、ご連絡ください。皆様の御協力よろしくお願いいたします。 

 



  川上 純幸 職業奉仕委員長 

基本方針は、「私たち会員の職業を通じて、倫理感を高く保ちながら地域社会に貢献する」で

す。計画している事業は、３つあります。①８/２２に、坂井高校で、丸岡高校生も含めた約１

００人の就職希望の生徒を対象にした職業模擬面接会を行います。②８月に予定している地元企

業を対象とした高校生職場体験事業は、丸岡高校定時制の生徒を柿木会員の会社でお願いするこ

とになっています。③１２月に職場訪問があります。また詳細が決まり次第報告させていただき

ます。１年間どうぞよろしくお願いいたします。 

三寺 康信 社会奉仕委員長 

「人に喜んでもらう為の事業をする」という理念の中で、今年度は、同性愛者の人を対象にし

た事業を計画しています。日本での同性愛者は、人口の８％いると言われています。当事者の方

は、会社や学校で差別を受けるなど、非常に困難な社会生活を送っています。カミングアウトで

きる環境を作りたいと、またロータリークラブが同性愛者に寛容なことをやるというのがＳＤＧ

ｓ10 番の平等性に繋がっていくと思います。まずは、福井県の人権センターで、同性愛者の為の

活動をしたい旨を伝えたところ、大阪の「ナナイロ」という団体を紹介されました。理事長さん

には、福井県の同性愛者の為に事業をすることを話したら、残念ながら、福井県で福井県民の為

にやるのは、難しいだろうと、アドバイスをいただきました。その後名古屋や、東京の団体を紹

介され、東京とは、現在交渉中です。同性愛者の人は、会社で差別を受けることが多いので、宮

城県には、優先して雇用したハンバーガーショップがあります。そこには、岩手、青森、福島な 

どからも、求職者が集まったそうです。今後、同性愛者の人が社会に出るような環境を作れたらと思います。 

その事業が出来なかった場合には、シングルマザーをターゲットにした事業を考えています。皆さんのまたお力をお

借りして、いい事業にしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

西出 智一 国際奉仕委員長 

入会して、５年経ちます。その内４回、国際奉仕委員会に携わっています。今年度も初心を忘

れずに活動していきます。タイ国内、坂井高校丸岡高校、地域の子どもたちが笑顔になれるよう

な事業を行っていきたいという私の理念のもと、委員会基本方針に沿って、活動してまいります。 

事業内容は、タイ国の地方における人材育成支援事業がメインです。また、島原南 RC との姉

妹クラブ更新を行います。プラティープ財団の子供達と丸岡・坂井高校のオンライン交流を青少

年委員会と共に取り組みます。皆さん、１年間どうぞよろしくお願いします。 

海道 佳秀 青少年奉仕委員長 

奉仕事業を通じて次世代の人材育成を目指します。そして、若者たちと交流を図り、ロータリ

ークラブを知ってもらうことが大事ですので、各奉仕委員会と協力して積極的に事業参加してい

きたいと思います。 

事業計画についてです。①ＲＹＬＡ事業への参加。ＲＹＬＡとは、青少年のリーダーを育成す

るプログラムを地区のロータリーで実施する事業です。内容は、２泊３日で各種セミナーの開催

や、昨年度ですと、3500 人規模のマラソン大会のボランティアに参加して勉強するような企画

がありました。例年、面白いプログラムとなっていますので、今年度もぜひ、お知り合いの青少

年をご紹介いただきたいと思います。５月頃開催予定ですので、また日程近くとなりましたら、

募集させていただきますので、宜しくお願いします。②過去２回職業奉仕委員会で実施している 

丸岡高校定時制での職業講話事業を今年度から青少年奉仕委員会で計画します。私は２回参加しています。生徒たちの

為に講話をしている立場ですが、実は自分の仕事を振り返り見直すのにとても役にたっていると実感しています。話が

伝わると生徒たちの目がキラキラ輝いてくるのがわかり、素晴らしいなぁと感じ、自分の仕事を頑張らなくてはと改め

て思わされる事業でした。ぜひ皆さん一緒に参加してください。③ 他の奉仕委員会の協力をします。１年間どうぞよ

ろしくお願いします。 

八百山 正栄 奉仕プロジェクト理事 

会長エレクトと同時に奉仕プロジェクト委員長の大役を仰せつかりました。先ほどから、プロ

ジェクト部門の担当の委員長が本年度の基本方針、事業計画を発表いたしました。この計画に基

づいて進めていきます。 

職業奉仕川上委員長、社会奉仕三寺委員長、国際奉仕西出委員長、青少年奉仕海道委員長、と

の委員会も課題は山積され、これらの案件が無事、事なきを得ることが私の責任でございます。

各奉仕委員会の事業について、何卒ご指導ご鞭撻をいただきますようお願いを申し上げます。 



 

◆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 11 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 46,000 円 80,000 円 80,000 円 

ロータリー財団 26,000 円 71,000 円 

米山記念奨学会 25,000 円 82,000 円 

 

委員会報告                    ７月１１日（月） 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  ２３名 

山中ＲＣ 
・会長吉本良平様 丸岡ＲＣの皆さん、本日はお話にな

ります。新しい年度がスタートしました。９月の交流が

楽しみですね。１年間何卒よろしくお願いします。 
・幹事北村貴司様 表敬に参りました。コロナ禍で交流

も難しかったですが、１年間よろしくお願い致します。 
三国ＲＣ 

・会長高須正実様 丸岡ロータリークラブのみなさま、

本日はどうぞよろしくお願い致します。 
・幹事久田恭司様 丸岡ＲＣの皆様本日お世話になりま

す。１年間宜しくお願い致します。 
・大嶋裕一様 今日はお世話になります。 
・大嶋一英様 久しぶりの訪問で、少し緊張しています

本日はよろしくお願いします。 
・増谷富由紀様 本日は大変お世話になります。楽しみ

にしておりました！！よろしくお願い致します。 
松井会長 山中ＲＣ会長吉本様・幹事北村様、三国ＲＣ会

長高須様・幹事久田様・会員のみな様ようこそ

おこしくださいました。また、昨日のゴルフコ

ンペみな様ご苦労様でした。 
竹澤幹事 山中ＲＣ吉本会長・北村幹事、三国ＲＣ高須会

長・久田幹事そして会員のみな様丸岡ＲＣへよ

うこそ！ 
南利明  山中ＲＣ・会長幹事様、三国ＲＣ・会長幹事様

丸岡ロータリークラブへようこそ。 
林田千之 情報委員会の事業にご協力をよろしく！山中

ＲＣ、三国ＲＣの会長幹事はじめ皆様今年もよ

ろしく！ 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １７名 
南利明 林田千之 下田 奥村 林田恒正 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  戸﨑 
◆米山奨学会◆     寄付者  １７名 
南利明 林田千之 下田 奥村 林田恒正 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  戸﨑 

◆出席報告◆  出席委員会 （実質会員数３１名） 

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 

7/11 ３２ ２６ ３ ０ ２ 89.68% 

 

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 

西出国際奉仕委員長より  

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。私たちもお祝いを贈りましたので、ここにご報告致しま

す。           以下、プラティープさんの夫 ハタタツヤ氏よりの御礼メッセージです。 
先日、タイ・バンコクの日本大使公邸で、プラティープが昨年いただいた旭日中綬章の叙勲伝達式が開催

されました。コロナ禍で何度も延期になっていましたが、1 年余り過ぎてようやく実現。式にはバンコク都

知事のチャッチャート氏をはじめ、長年ドゥアン・プラティープ財団がお世話になっている関係者の方々に

お越しいただきました。残念ながら私は仕事で出席できず、大変申し訳なかったのですが、代わりに息子た

ちに託しました。 
 大使公邸といえば今からちょうど 30 年前の 1992 年 5 月に起こった流血事件の時に、３日間ほど家族共々 

避難さていただいた思い出の場所です。岡崎久彦大使や神津里季生一等書記官の時代。あの時プラティープは妊娠 5 ヵ月で、次男は

まだお腹の中でした。それも含めて何だか感慨深いものがあります。 
 この度の式に際しては、梨田和也大使をはじめ大使館関係者の皆様方に大変お世話になりました。そして、財団の活動をお支えいた

だいているタイや日本、諸外国のご支援者の皆様に心からお礼を申し上げます。大変ありがとうございました。ขอบคณุมากครบั"#$% 

小見山 RI2610 山中 RC 吉本会長北村幹事 RI2650 三国 RC 高須会長

久田幹事様を丸岡 RC にお迎えして。本年もどうぞよろしく。 
下田  山中 RC 三国 RC 会長・幹事様、大嶋先生ようこそ丸岡へ。 
奥村  三国 RC 会長幹事様、山中 RC 会長幹事様本日は御苦労様で

す。 
林田恒 山中 RC、三国 RC の会長幹事さんようこそ！ 
東角  ようやく体調が戻りました。ご心配をおかけしました。 
水﨑  山中・三国 RC 会長幹事様ようこそ。今年も共に頑張りまし

ょう。 
三寺  社会奉仕宜しくお願い致します。 
上屋敷 山中 RC 会長吉本様幹事北村様三国 RC 会長高須様幹事久田

様表敬訪問ご苦労様です。よろしくお願いいたします。 
川上  ゴルフ同好会参加の皆様お疲れ様でした。優勝杉本会員おめ

でとうございます。 
西出  山中 RC、三国 RC の皆様丸岡 RC へようこそ！今日は宜しく

お願い致します。 
岩田  本日もよろしくお願いします。 
八百山 山中 RC 様三国 RC 様ようこそお越しくださいました。少な

い時間ですがごゆっくりお過ごしください。 
前川正 本日もよろしくお願いします。 
竹吉  安倍元総理のご逝去に際し謹んで哀悼の意を申し上げます。 
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いたします。 
多田  本日も宜しくお願いします。 
 


