
   

令和４年 ８月２９日（月）第 2079 回例会 

ガバナー公式訪問 ＜三国ＲＣとの合同開催＞ 

          高椋コミュニティセンターにて 

 

 

 

 

 

13：30～14：30 三国 RC 会長・幹事・役員懇談会 

14：40 開会点鐘（丸岡 RC 会長） 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「奉仕の理想」 斉唱 

会長挨拶   丸岡 RC 松井  寛 会長 

      三国 RC 高須 正実 会長 

幹事報告  丸岡 RC 竹澤 俊彦 幹事 

三国 RC 久田 恭司 幹事 

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 

15：10  ガバナーアドレス 

      尾賀 康裕 ガバナー 

15：40 閉会点鐘（三国 RC 会長） 

15：40 写真撮影 

16：00～17：00 丸岡 RC 会長・幹事・役員懇談会 

本日の例会  

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 

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第 1回社会奉仕委員長会議開催の案内 

9/24 竹吉前年度社会奉仕委員長（事例発表） 

②ロータリー希望の風奨学金 「風の便り」 

≪他クラブより連絡≫ 

①ＩＭ（第６組）案内 チラシ 

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２９日発行 

次回の例会  

令和４年 ９月 ５日（月）第 2080 回例会 
祝事 米山奨学金授与（９月） 

外部卓話 「多様な人材の活躍に向けて」 

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 

ご来訪者 

ガバナー    尾賀
お が

 康
やす

裕
ひろ

 様 

ガバナー補佐  小 林
こばやし

 和美
かずみ

 様 

会計長     長谷川
はせがわ

 卓
たく

 様 

８
日 

小
林
ガ
バ
ナ
)

補
佐
を
お
迎
え
し
て 

 ２２日 移動例会（就職模擬面接会時・坂井高校にて） 

 



 

  
皆さんこんにちは。まずお客様のご紹介いたします。 ガバナー補佐の小林和美様で

す。小林ガバナー補佐は私にとって大変印象的な人です。７年ほど前だと思いますが、

ハートピア春江で IM があったとき新人研修で「クラブへの出席は必ずしてください。

メイキャップをするならそのクラブ例会に出席してください」と言われたことをよく覚

えています。入会して１年たっていなかった私は、クラブ例会出席は月に半分程度、残

りはメイキャップで名前を書きに行くだけで、当然「ロータリーの楽しみ方」「ロータリ

ーの会員としての自覚」がなく、いやいや出席していたことをよく覚えています。 
この新人研修以来、メイキャップをすることはなく、ほとんど例会出席したことを覚

えています。積極的に自分から他の会員の方に話しかけるようになり、親睦活動、奉仕

活動と参加することが面白くなりました。多分新人研修で話していただいたことが、ロ

ータリーを知るきっかけになったと思います。今後ともよろしくお願いします。 

松井 寛 会長挨拶                         ８月８日（月） 

＜ロータリー財団より＞ 
ポールハリスフェロー  

PHF＋4 南利明会員 
 （寄付累計額 5,000＄以上）  
PHF＋1 松井会長 

（寄付累計額 2,000＄以上） 
 

伝達表彰                               ８月８日（月） 

委任状授与  ８月８日（月） 

ＲＬＩ 
ディスカッション 
リーダー 

松井会長 
 

【審議事項】       

① ９月プログラムについて 

② ９/２６山中ＲＣとの合同例会について 

③ 退会者について 

【報告事項】       

① プラティープ・ウンソンタム・秦氏へのお祝い送金について 

 

第３回理事会報告                           ８月１日（月） 

日  時 内  容 

9/5（月） 
祝事  米山奨学金授与（９月分） 

外部卓話 「多様な人材の活躍に向けて」 

 ふくい働き方改革推進支援センター 

9/12（月） 
外部卓話 「見上げてごらん夜の星を 

～９月の星座について～」 

セーレンプラネット学芸員 

9/19（月） 敬老の日 休会 

9/26（月） 山中ＲＣとの合同例会 

 

＜米山奨学会より＞ 
米山功労者  
第３回 水﨑会員 
 （寄付累計額 30 万円以上）  
第１回 南利明会員 

八百山会員 
（寄付累計額 10 万円以上） 

８月度祝事 

会 員 誕 生 日 

8/3  水﨑会員 82 
8/24  下田会員 73 
8/26  山下会員 65 
8/26  三寺会員 55 

会 員 夫 人 誕 生 日 

8/18  金会員夫人     節子様 
8/21 林田千之会員夫人 美代子様 



  

８月２９日のガバナー公式訪問に向けて～小林ガバナー補佐をお迎えして～ 

＜松井会長より クラブ指針説明＞ 

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スローガンを「ロータ

リーを楽しみ、つながりを深めよう」にしました。 

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。昨年度は、Web会議システム

を使用しハイブリッドで開催することもありましたが、寂しいとの意見も多くあり、例会の在り方を考える必要があり

ます。例会で直接会員同士の交流ができないことは、様々な問題に繋がり、会員減少の要因になっているのではないか

と考えています。 

◆今後予定している活動 

職業奉仕：①職業模擬面接会 

      ②地元企業を対象とした高校生職場体験事業 

③職場訪問  

社会奉仕：①LGBTへの理解を深める 

      ②シングルマザー支援 

国際奉仕：①タイ国の地方における人材育成支援事業＜地区補助金活用＞ 

②プラティープ財団子供たちと丸岡・坂井高校のオンライン交流 

青少年奉仕：①丸岡高校定時制高校生向け職業講話 ②RYLAへの参加 

＜質問・要望＞・松井会長 希望の風奨学金について 

・山下会員 地区が発行する記念誌について 

・竹澤会員 卓話での講師を引き受けていただけるロータリアンのデータ

ベース化を地区としていないのか？ 

クラブアッセンブリー 第2077回          ８月８日（月） 

就職模擬面接会  第2078回            ８月２２日（月） 

福井県立坂井高等学校に

て、坂井高校生・丸岡高校生

約１００名の参加で、実施。

面接官を務めた会員の皆

様、お疲れ様でした。 

１班 林田千 竹澤  

２班 上屋敷 竹吉  

３班 下田 道木 海道 

４班 八百山 川上  

５班 山下 水﨑  

６班 東角 松井  

 

各班、３グループ（6、7 名ずつ） 
担当して、集団模擬面接です。 



 

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 8日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 29,000 円 109,000 円 529,000 円 

ロータリー財団 18,000 円 89,000 円 

米山記念奨学会 19,000 円 101,000 円 

 

委員会報告                 ８月８日・２２日（月） 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １７名 

2650 地区小林和美ガバナー補佐様 
本日のクラブ協議会よろしくお願いします。猛暑にも豪

雨にも負けないで頑張っている皆さんにエールを贈りま

す。 
松井会長 小林和美ガバナー補佐 本日はよろしくお願

い致します。 
竹澤幹事 小林ガバナー補佐 丸岡ＲＣへようこそ！ 

球児たちの夏が始まりました！！ 
林田千之 身を殺して仁を成す。妻の誕生日を自祝して。 
下田   誕生日を自祝して。昨日父親の 50 回忌と母親

の 7 回忌の法要を行いました。2 日には末子に

長女が誕生しました。 
金    小林ガバナー補佐本日は宜しくお願い申し上

げます。 
林田恒正 ようこそ！小林ガバナー補佐よろしくお願い

します。 
山下   久々の例会、皆様お元気そうで何よりです。 
水﨑   猛暑、コロナで満足なロータリー活動ができな

いのが残念ですね。誕生日を自祝して。 
柿木   小林ガバナー補佐様 昨年は大変お世話にな

りました。 
川上   本日もよろしくお願い致します。 
 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １４名 
林田千之 下田 金 林田恒正 山下  水﨑 柿木 
松井   川上 竹澤  岩田 八百山 竹吉 南勝文 
◆米山奨学会◆     寄付者  １４名 
林田千之 下田 金 林田恒正 山下  水﨑 柿木 
松井   川上 竹澤  岩田 八百山 竹吉 南勝文 

◆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 

8/8 ３１ １８ ４ ５ ４ 66.66% 

8/22 ３１ １５ １２ ０ ４ 55.55% 

 

西出   小林和美ガバナー補佐 宜しくお願い致します。 
岩田   本日もよろしくお願い致します。 
八百山  松井会長のご母堂様に心からお悔やみ申し上げます。本日

の例会宜しくお願いします。 
前川正智 本日もよろしくお願い致します。 
竹吉   小林ガバナー補佐本日はクラブアッセンブリーよろしくお

願いいたします。 
南勝文  本日も皆様御苦労様です。 

8/8 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」 
ｐ４ ロータリーの基本理念 

解説担当：林田千之会員 


