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『常に心して、
　　歩いた後に
　　　平和の花を
　　 咲かせましょう』

Always Remember in Your Heart

To Nourish the Flowers of Peace 

on Your Passing

ビチヤイ・ラタクル
2002－03年度国際ロータリー会長
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ロータリーソング

会長報告

　本クラブの各会員はクラブ例会に出席しなければならない。会
員は、本クラブの例会に出席したものとみなされるには、例会に
充当された時間の少なくとも60パーセントに出席するか、または、
次のような方法で欠席をメークアップしなければならない。
　本クラブの例会に定例の時の前14日または後14日以内に、他の
ロータリー・クラブまたは仮クラブの例会に充当された時間の少
なくとも60パーセントに出席すること。

㈰　ロータリー年度の各半期間において、メークアップを含むクラブ例会
　出席率が少なくとも60パーセントに達していなければならない。
㈪　ロータリー年度の各半期間に開かれた所属クラブの例会総数のうち少
　なくともその30パーセントに出席しなければならない。
㈫　連続 4 回例会に出席せず、またメークアップもしていない場合、自動
　的に終結するものとする。
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�会長報告
皆さん今日は、ようやく外の気候が暖かく
なりまして、ようやく春が来たかなと感じ
ます。しかし、寒い日もありますので、気
をぬかずに毎日をすごしていただきたいと
思います。
先日より各班ごとに情報集会の開催、大変
ご苦労様でした。また、昨日114回の県下
各地のロータリークラブ会長幹事会が開催
されました。発表されたことを報告いたし
ます。
1. 県下のロータリークラブの新しいクラブ

3月28日（金）……三国（桜木植樹例会のため）

ニコニコ箱

ロータリー財団特別寄付

米山奨学会特別寄付

　小見山会長、東君、金君、中島君、下田君、高嶋君
　竹澤君

　

ロータリー財団ベネファクター積金

　小見山会長、金君、下田君

　小見山会長、林田数一君、東君、川中君、金君、北勇一君
　中山君、下田君、高嶋君、田崎君

本日7件　　　　計14,000円
本年度累計　 　 376,000円

本日3件  　       計  7,000円
本年度累計　　  271,000円

本日0件　    　  計　　　0円
本年度累計　 　　 70,000円

本日の合計　　　　   18,000円
前回迄の合計　　1,301,000円
本日迄の累計　　1,319,000円
前年度との比較   1,441,000円

福井社会保険事務所
南田課長

「年金のしくみ」

3班　委員長　池田伊三美

　　  出席者　池田伊三美、川中晃一、

　　　　　　  中田一市、野尻昇、釣部勝義

　　　　　　  高嶋勝美、林田数一

最初に池田委員長より 8 名のロータリー経歴と実績表の配布を
受けて始めました。今会のメンバーは経歴も実績も抜群ですの
で委員長の私としては何も言う事はありません。
ロータリーの変って悪いこと

昔は勉強会がたくさんあった。古いメンバーの方のＲＣに対す
る情熱が薄くなったように思われる。ロータリーの原点は出席
にある。疎かにしているＲＣは衰退する。無断欠席は古いメン
バーに多いように思います。弁当が余り無駄になる。ＲＣ例会
には最優先で出席できるように日程を組むべきではないでしょ
うか。丸岡ＲＣには厳しさが無いのでは。役を受けたら責任と
自覚をもって行動すべきだ。
例　ガバナー公式訪問日に欠席者、早退者が多かった。
会長幹事は一年間寝ても醒めてもロータリー。命を賭けるぐら
いの気持ちでやるべきで、その姿を観てクラブ全員がやる気を
出すのではないか。

4班　リーダー・司会　中島忠信

　　  記録・発表者　　奥村雅徳

　　  メンバー　　　　林田千之、石橋正一、金　定基、

　　　　　　　　　　  前川重雄、竹澤秀雄、山岸　功

・変わったところと言えば、何と言っても世の中が一番変わっ
　たんだ。景気低迷が続くなかで、相変わらず本部からの分担
　金や寄付金など目標額の設定が高すぎる。もっと少なくして
　欲しい。
・国際ロータリーが出来た頃と現在では、考え方が変わってき
　た様に思う。「それぞれのクラブが自分達で考えてやりなさ
　い」だった筈で、最近は地区からの押し付けが非常に多くな
　ったように思う。
・例会など出席は原則ではあるが、皆さん事業を営んでおられ
　る訳で、その仕事を犠牲と言うか、放ってまでも無理して例
　会に出るのは好ましくない。もっとメーキャップを活用すべきだ。
・ロータリークラブは異業種の集まりであり、経営感覚を養っ
　たり、異業種の交流にも繋がる、他の会には無いすばらしい
　ところを活かすべきだ。

川端パスト会長
「ロータリアンとして　　
　　　　　　　思うこと」出席について
（ロータリーの綱領・四つのテスト）

　　　　　　　今後どうしたら建ち直せるか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　又どうあるべきか

　　　　　　　退会者の原因とその対策について。
　　　　　　　退会には転勤、経済的な理由、家庭の事情
　　　　　　　（病気その他）退職等ありますが、
クラブ内の事情（1）個人的に批判を受けて
　　　　　　　　　　　耐えられなくなった
　　　　　　　（2）役員　委員等の役が回ってきて
　　　　　　　（3）会員同士に馴染めなくて
　　　　　　　　　　　　　　　仲間が出来なくて
　　　　　　　（4）2～3回欠席が続いて
　　　　　　　　　　　　　　　出席しづらくなった
以上の点が多いように思われる。
中傷的なことは言わないように気がついたら個人的にそっと
教えるようにしてほしい。2～3回欠席が続いた人には誰かが
フォローすることにより出席しやすくなるのでは。事務局の
出勤日程を明確にして欲しい。食事の余る件ですが、食事を
少なめに注文して親睦委員会がビジター等の人数をみて時間
を遅らせて食事をとったときもあった。情報集会を増やして
欲しい（年 4 回以上）。催事についてはその時々にあった会費
で行うように。特に25周年記念式典もクラブの登録料は 1 万
円以内でして下さい。

我　もし会長なりせば

クラブの行事を掌握して各委員会とのコミュニケーションを取
る。任せきりでは委員会のやる気が無くなる。ロータリーの原
点に戻り創立当時の情熱を取り戻し社会（町民）から今以上に認
められ、そして誇りのもてるＲＣにします。リーダー（会長）は
もっと信念をもつべきだ。あの人がこう言ったから、この人が
こうだからと、あっちフラフラこっちフラフラでは、会員はた
まったものではない。信念をもって行動してもらえれば我々は
ついていきます。例会ごとに各テーブルを回って声をかける。
一声運動である。
ロータリーにノーはないのです。指名をうけたら素直にうけと
ることです。そして全うすることです。又、中堅の会員の方は
指導的立場にありますから、後輩の指導も考えて、自分の言動
に責任をもって行動して下さい。

・会員数が少なくなったので、委員会の数を減らしたら…。
・会員が40名を割ると運営が難しくなると思うので、例会場の
　変更を考え、経費削減に努めるべきで、特別チームをつくり
　候補場所を探す時期にきている。

5班　リーダー　岩崎正義

　　  発表者　　北　昭弘

　　  メンバー　林田恒正、谷口松三郎、澤田越生、山下健治

　　  欠　席　　増澤健次、中山敏夫

変わって良い事

1. ロータリー情報収集、手続要監、新会員に配られていないみ
　たいだが配布したらどうか。
2. 欠席届のフォーム化をし会員がコピーに名前、理由など明記
　してＦＡＸするなど、所定の用紙があればいい。
　・若い人の入会をすすめる。現在平均年齢58.77才。以前と
　　10才は上がっている。
　・時間を12：20点鐘にして1：20には終わるように時間の変
　　更できないものか？（1：30の会合に間に合うなど、次の
　　アポに動きやすい）
　・例会会場の変更の検討はいかがか？　理由としてＪＡ施設
　　使用料が高く、弁当にしても10％とられ、会員が少ない中
　　で、経費の節減にも努めるべきではないか。50～60万違う
　　のではないか！
　・欠席の人にも、必要な連絡事項はＦＡＸしたらどうか。

変わって悪い事

無届け欠席はダメ！弁当もムダになり、さらに10％ＪＡにとら
れ、経費のムダ使いにもなっている。

どうあるべきか

注意、指導をチャーターメンバーから昔はこうだからと直接い
われるのはきつい面もあり、気配りをもって若い人を育ててほ
しい。

　が出来たので、会員名簿をつくってはと
　提案があり、近いうちにその話があると
　思います。
2. ミャンマーの小学校建設に対し、多くの
　評価をいただきましたと報告がありました。
3. 卓話者の交換ネットワークをつくろうと
　提案がありました。
4. 福井フェニックスクラブの10周年が 3 月
　23日にと報告がありました。又、敦賀西
　ロータリークラブより昨年12月11日に認
　証を受け、 5 月 3 日にチャーターナイト
　を行いますのでよろしくとのことです。
本日の人生訓「紅炉上一点雪」
真赤に燃え盛る炉の上に一片の雪が舞い落
ち瞬時に消える様をいう。
正念が持続していれば眼前のできごとを認
識していても次の刹那以降に妄想を発展さ
せない。

情報集会報告　
テーマ「ロータリーの変わって
　　　　　　良い事悪い事。
　　　　　又どうあるべきか？」


