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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

丸岡ロータリークラブ会報
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本日の例会

第　　　回　例会

次の例会案内

第　　　回　例会
年　　月　　日（　）年　　月　　日（　）

－先週の例会（　　　　）報告－　　　　年  　月  　日（　）　開会点鐘

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。

例会日
　/　

会員数
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出席報告

■  出席  ■

■  終結　　欠席  ■

例会変更受付のみクラブ名

水 平成  15 5 14 水

1243
平成  15  5
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第1241回 平成 15 5  7 水 12：30

「奉仕の理想」

  4   2

1237回
　例会

42 35 1 87.80％

委員会報告

規定審議委員会
定款再細則事務規定の一部脱落が有りま
したので、皆さんのお持ちになっている
定款にご記入をお願いいたします。23ペ
ージ第 7 条規定以外の慣例のなかでチャ
ーターナイトの登録料クラブ負担が空白
になっていますので、そこへ「クラブ半
額負担」と記入してください。

林田次年度会長
次年度理事・役員・委員会構成を皆さん
お分けしたとおりです。よろしくお願い
します。

25周年記念実行委員会  総務委員会
会員は全員出席にいたしますので、皆さ
んのスケジュールに必ず入れておいて下
さい。尚婦人の出席は 5 月14日までにお
申し出下さい。

皆さん今日は。会長の報告にもあったよ
うに敦賀西ロータリークラブのチャータ
ーナイトに出席しました。そこでガバナ
ーの交換をしてきました。ガバナーが産
婦人科のお医者さんですので、誕生とい
うことで赤ちゃん誕生のビデオでの講演
でしたが、我がクラブも25年前にこのよ
うな感動で誕生したのかと実感をかみし
めてきました。

1241号
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皆さん今日は。大変暑くなって来まして
初夏のような気分でございます。しかし
ながら気候の変化の激しい時期ですので
体には充分留意されてお過ごし下さい。
それから 3 日には敦賀西ロータリークラ
ブのチャーターナイトが開催されご出席
いただいた会員の皆様大変御苦労様でし
た。また後程前田会員から卓話でご報告
が有ると思います。又昨日ＦＡＸでお願
いいたしましたが、25周年の式典にはぜ
ひご婦人のご出席をお願いいたします。
本日の人生訓
竹翠払仙檀（ちくすいせんだんを払う）
若々しい竹がすくすくと伸びて幽玄な仙
境の様。子を一変させた生命の躍動にあ
ふれた初夏の光景。仙檀は仙人の住むと
ころ。

5/ 13（火）若狭…職場訪問
5/ 30（金）三国…丸岡ＲＣとの合同例会の為

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

　前田君、中島君、下田君、竹澤君

　

ロータリー財団ベネファクター積金

　前田君、下田君、　嶋君

　林田数一君、岩田君、前田君、藤本君、増澤君、水上君
　奥村君、下田君、　嶋君、野尻君、横山君

本日4件　　　　計  7,000円
本年度累計　 　 478,000円

本日3件  　       計  4,000円
本年度累計　　  349,000円

本日0件　    　  計         0円
本年度累計　 　　 80,000円

本日の合計　　　　   21,000円
前回迄の合計　　1,603,000円
本日迄の累計　　1,624,000円
前年度との比較   1,758,000円

職場訪問例会

航空自衛隊小松基地「 」

会員卓話
25周年記念実行委員会

25周年記念事業について「 」

幹事報告［来信］

ガバナー事務所より…

　　＊地区ＲＹＬＡ開催案内（5/16集合）
　　＊地区ローター空くと地区大会
　　　協賛金について

福井フェニックスＲＣより…

　　＊第115回県下ＲＣ現新会長・幹事会
　　　案内（6/12  木）於：福井ワシントン

高

高

インターネット委員会

委員会を 4 月25日に開催し、次のことを決めました。
㈰ 表紙を丸岡城とし、カウンターも付ける。
㈪ メールはクラブと下田委員長のところに来るように
　 する。
㈫ 会報は竹内印刷から直接エジソンシステムへメール
　 で送る。ＰＤＦファイルで見られるようにする。
㈬ ホームページは maruoka rotary.comとする。

卓話「敦賀西ロータリークラブ
　　　　　　　認証書伝達式に出席して」

前田会員

皆さん今日は。今日は久しぶりの卓話をさせて戴きあり
がとうございます。今日は敦賀西ロータリークラブのチ
ャーターナイトについてご報告をいたします。
 5 月 3 日（土）敦賀市のプラザ萬象を会場にＡＭ10：30よ
り開催されました。2650地区では94番目で県内では18番
目のクラブとして誕生しました。昨年そして今年と 2 年
続けて県内に二つのクラブが誕生しましたことは誠に嬉
しいことです。お聞きしますと敦賀ロータリークラブの
50周年の記念事業で会員一人一名の会員を集め新クラブ
創立したとのことです。そして会員数は39名（内女性 2 
名）とのことです。
当日の記念式典参加者は来賓に西川知事、川瀬市長また
会員は240名余りの出席でしたが、実際はもうすこし少
なかったように思います。そして参加クラブの中で出席
会員数は京都クラブ、福井クラブに次いで我がクラブが
 3 番目に多かったようです。丸岡クラブの誕生のときの

横書きからご紹介します。12頁毎月ありますがガバナー
座談会です。草の根ロータリー活動と言う内容で開かれ
ていますが、さまざまなクラブがありますが、それぞれ
にあった特徴のある奉仕活動を行っていけば良いと有り
ます。ポリオ撲滅運動について25頁から29頁にわたって
出ています。あらゆる角度からポリオについて医者の私
でも勉強になることが出ていますのでぜひ読んで下さい。
次に縦書きの方ですが、 4 頁「これで良いのか日本食」
と言う東京農大の教授の講演ですが、内容は現在の日本
の食糧自給率は39％このままでいくと7～8年後には20％
台になると大変驚く状況になっています。これは日本の

お話を先輩より聞き及ぶ限りでは当時チャーターナイト
に1000名余りの出席が有ったとか、先輩のご努力に頭が
下がります。今は会長、幹事 2 人出席というところが多
いので時代が変わったと痛感しています。敦賀西クラブ
の会員紹介に当たり親クラブである敦賀クラブの会員が
手でアーチを作り、その中を会員がステージに向かい紹
介をされるのをみて、親クラブがこれからも手を差し伸
べて包容して行くという暖かい友情のまなざしを見て感
動を覚えました。
地元パストガバナーを代表して宮崎さんが言われたこと
で、ロータリーでは沢山の友人が出来るが、なによりも
目的をもって行動することが大事だと強調されていまし
た。なお当日岡村ガバナーの記念講演が行われました。
先ずガバナーの職業を通してと言うことでご自分の産婦
人科病院での赤ちゃん誕生のときのビデオを放映され敦
賀西クラブの誕生に相応しい講演でした。また最後にガ
バナーから「単なるロータリー会員でなく新のロータリ
ー会員となることを望みます」と結ばれた言葉は我々自
身も大いに反省すべき点があるとつくづく感じました。

将来にかかわる記事ですのでぜひお読み下さい。今回は
友愛の広場の中からひとつ、鹿児島県の方からの投稿で
すが、「不況の時なればこそ」と言う題で実感のこもっ
た言葉です。最後の方に仕事が旨くいかない苦しいとき
ほど元気を出しあおうではないかと訴える言葉で終わっ
ています。同じとこで高野山のお坊さんが書いています。
「植物の名前と和名由来あれこれ」です。これも大変お
もしろいです。例えば満作はどこから来ているかという
と春に必ず咲くから来ているとか、すみれは花の形が大
工さんの墨いれに似ているからすみれ、沢山ご紹介して
おられます。ぜひご一読下さい。

雑誌資料委員会

長文掲載のため写真を省略します。


