
WEEKLY  BULLETIN

ROTARY CLUB OF

会長 幹事

四つのテスト ㈰  真実かどうか　㈪  みんなに公平か　㈫  好意と友情を深めるか　㈬  みんなのためになるかどうか

事務局　〒910-0254 福井県坂井郡丸岡町一本田34-7
　　　　ＪＡ花咲ふくい丸岡ふれあいセンター内
　　　　ＴＥＬ（0776）67－0410／ＦＡＸ（0776）67－4811

例会場　ＪＡ花咲ふくい丸岡ふれあいセンター３Ｆ

例会日　毎週　水曜日　12時30分　　会員数　年度初　41名

会報委員長　横山茂樹　　副委員長　林田千之

　　　委員　中山敏夫・塚田修一・田　健治・竹内一博

創立  昭和53年3月21日　承認  昭和53年4月6日（No.14497）
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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

　本クラブの各会員はクラブ例会に出席するべきものとする。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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皆様今日は。去る7月4日三国ＲＣさんへ、又、7月8日山中ＲＣ
さんへ表敬訪問に行ってまいりました。両クラブとも諸手を上
げての歓迎と申しますか、人をもてなす真心というものを改め
て知らされました。私も人に接するときには斯くありたいと思
う次第です。本日は、嬉しいお知らせと、淋しいお知らせがご
ざいます。嬉しいお知らせは東角操さんが本日をもって丸岡Ｒ
Ｃの会員となりました。心から歓迎申し上げます。淋しいお知
らせは岩崎会員より一身上の都合ということで退会届けが出さ
れまして、退会防止委員長竹沢さんと幹事そして私と 3 人で本
人に会いにいってまいりました。あいにくその時は不在でした
が、奥様に色々お話を伺いましたところ健康もすぐれないし本
人の言うとおりにして下さいということでして、快気次第お戻
り下さいということでかえって
まいりまして、本日の理事会に
て退会承認のはこびとなりまし
た。ご報告申し上げます。
本日のお客様のご紹介をさせて
いただきます。
山中ＲＣ会長   西  次夫様
　　　　幹事   田端和英様です。
ようこそいらっしゃいました。後ほどご挨拶いただきます。会
長報告終わります。

山中ロータリークラブ会長　西　次夫様 挨拶
　　　　　〃　　　　幹事　田端和英様 挨拶

只今ご紹介賜りました西次夫、田端和英です、よろしくお願い
致します。林田会長年度のスタートを心からお慶び申し上げま
す。去る 6 月14日の創立25周年に私共12名が参加させて戴き大
変おめでとうございました。すばらしい記念事業と感銘を受け
ました。私共山中クラブとしましても2004年 7 月18日に40周年
を迎えることになります。そのときは丸岡クラブの皆様もぜひ
おいで下さい。お願いばかりですが10月 7 日に合同例会を予定
しておりますので、その節はよろしくお願い致します。いずれ
にしても丸岡、山中両クラブは深い友情に結ばれております。
今年度 1 年私も力いっぱいやらせて戴きますのでご協力のほど
よろしくお願い致します。終わりに貴クラブの発展と皆様のご
健勝をお祈り致しましてご挨拶といたします。

東角操新会員挨拶

皆さん今日は。只今名誉ある丸岡クラブに入会させて戴き
ました東角操です。まだまだ未熟者ですが、今戴きました
綱領をこれから勉強し、ロータリーの奉仕の精神を学び皆
さんと共に活動したいと思います。大変未熟者ですがご指
導ご鞭撻よろしくお願い致します。

7/14（月）敦賀西…家族親睦映画鑑賞例会のため
7/22（火）若狭…納涼家族会
7/23（水）福井北…全員協議会のため
7/29（火）若狭…定款第5条第1節（Ｃ）項により
8/  6（水）福井北…夏季家族会のため

　林田会長、下田幹事、藤本君、石橋君、川中君、金君
　高嶋君

　林田会長、下田幹事、藤本君、石橋君、川中君、金君
　高嶋君

　山中ＲＣより  西　次夫会長、田端和英幹事
　林田会長、下田幹事、林田千之君、東角君、川中君
　前川君、増澤君、南君、中山君、田　君、石橋君、前田君
　小見山君、中島君、高嶋君、釣部君、山岸君、山下君
　岩田君、金君、藤本君、川端君、奥村君、中山君
　小見山君、水上君
　竹内君、塚田君

本日7件　　　   計12,000円
本年度累計　 　   39,000円

本日7件　　　   計11,000円
本年度累計　 　   38,000円

本日の合計　　　　   91,000円
前回迄の合計　  　    92,000円
本日迄の累計　　   183,000円
前年度との比較      159,000円

新役員披露夜間例会
（於：小松屋）

各小委員会委員長

年間活動計画について「 」

クラブ奉仕委員会
クラブ細則により委任された任務及び会議若しくは、理事会が付託す
る職務を各委員長及び委員に充分認識して頂き、各委員会が協力、協
調しながら楽しいクラブ作りが出来る様気を配りたいと思います。そ
して、各小委員会の会合には出席し、委員会の意向を理事会につなぐ
パイプ役としてその任に当たりたいと思います。
（1）出席率の向上
例会出席は会員が負うべき義務でありロータリー活動の源泉です。そ
して出席率は奉仕に対する熱意のバロメーターです。ロータリーは出
席率が高いからと云って世間の評価を得られるものではありませんが、
出席に対する厳しさと時間厳守の規律はロータリーが他に誇れる優れ
た伝統であり自らの品格を保つためにも欠かせない条件です。
（ロータリーの友7月号「云いたい聞きたい」の文中より抜粋する）
（2）親睦活動の向上
楽しい意義ある親睦活動は出席向上並に会員増強につながる大事な活
動と云えます。親睦委員の方には大変ですが、上記の点を考慮の上、
企画をお願いします。
出席委員会
出席簿の提示を復活致します。無届けは厳しく目立つように赤、届け
で有りはピンクのシールになりますので、今年しっかりやりますので
よろしくお願い致します。
親睦委員会
まず親睦活動がロータリー活動において、より重要かと言うことを全
クラブ会員に理解していただきたいと思います。そして会員相互の友
情と親睦を深めていただくとともに、会員家族と一緒に、楽しいロー
タリー活動が出来るよう、親睦の輪を広げていきたいと思います。
 1. 会場設営は委員全員で行います。   2. クラブ例会には各テーブルに
一輪の花を飾ります。 3. 新会員には早くクラブにとけこめるよう十分
なサポートをします。 4. 会員家族とのふれあいを大いにはかる為にも、
納涼家族会・クリスマス家族会に家族の多数の参加を呼びかけます。
《年間行事》
1.  7 月23日（水）新役員披露夜間例会  （会場  小松屋）
2.  8 月18日（月）納涼家族会　　　　  （会場  坂井町民グラウンド）
3. 10月初旬頃  山中ＲＣとの合同例会  （ホスト  山中ＲＣ）
4. 12月下旬頃  クリスマス家族会　　  （会場  未定）
5.  4 月中旬頃  観桜例会・三国ＲＣとの合同例会（会場  未定）
6.  5 月下旬頃  ＲＣ大阪国際大会…一泊（会場  大阪ドーム）
ニコニコ箱委員会
ニコニコ箱は、ロータリークラブ 4 大奉仕活動の貴重な資金源の一部
なので、会員の皆様には、この事を理解していただきまして、出来る
だけ多くの資金提供をいただける様に努力いたします。

 1. 丸岡ロータリークラブの特別行事（新役員披露、クリスマス会等）
には、今までと同様、祝事・感謝の気持を持ってニコニコ箱に2000円
の提供実施をお願いしたいと思います。又、欠席会員にも特別行事で
の2000円の提供をお願いしたいと思います。
 2. ニコニコ協力度が明確にわかる様に、年3～4回、会員に提示し、さ
らなる協力をお願いしたいと思います。

雑誌資料委員会
「読書は馬上・机上・屎上」を合言葉に、忙しい中にも細切れの時間
をうまく使って「ロータリーの友」に親しむ雰囲気を作ります。
 1. 毎月第 1 週に、「友」より興味ある記事、必読の特集等を生き生き
と紹介していきます。
 2. 「友」を“読み”のみではなく“参加する”の意識をできるだけア
ピールしていきます。

会員増強委員会
会員増強を考える。
㈰ロータリーのイメージ不足　㈪ステータス奉仕に対する考えが低い
㈫増強のやる気　㈬景気が悪いは言い訳　㈭新会員に対する思いやり、
配慮がない　㈮退会原因の調査し、原因の排除　㈯奉仕に参加して感
動を得ること。参加率が低い。

退会防止委員会
皆さん退会のないようにそれぞれが努力していきましょう。

プログラム委員会
会の運営に捕らわれず、外部からまた内部でも新しい情報とか、経営
に関してとかの卓話を出来るだけ多くいれ、明るく楽しい例会にする
よう努めます。

広報委員会
マスコミを大いに利用しロータリーを一般の人に広報します。

会報委員会
例会で食事の時間がゆっくりとれるよう委員会報告は会報を利用して
戴きたいと思います。委員会の宣伝にも大いに使って下さい。また原
稿を作って下さい。

情報委員会
ロータリーのことを理解して戴くため、例会の卓話の時間を年 4 回、
家庭集会年2回、オリエンテーションを1回これは会長から強く希望さ
れました。尚例会の件は既にプログラム委員長にお願いしてあります。

規定審議委員会
定款・細則・事務取扱規定は会の正常な運営には、欠かすことのでき
ないものであることを、会員それぞれが認識し、規定を遵守し、実行
することを勧めたい。
 1. ロータリー情報委員会と連携し、情報集会等で研修していただくよ
うにしたい。

http://www.maruoka-rotary.com/

『ロータリーを楽しみましょう』
『ロータリーの原点に戻り地域に根差した奉仕』

地区のテーマ
丸岡ロータリークラブのテーマ

ガバナー事務所より…

　　＊第一回新世代委員長会議案内
　　＊カタログオークションについて

直前ガバナー事務所より…

　　＊クラブ対外広報活動記録

福井フェニックスＲＣより…

　　＊クラブ創立10周年記念誌

米山記念奨学会より…

　　＊特別寄付金領収書及びファンドフェロー表彰について
　　＊2003年度上期普通寄付金のお願い

［来信］

（山中）西　次夫、田端和英

（7/9）

2003－04年度
国際ロータリー会長
ジョナサン・Ｂ・マジィアベ

崎

7月会員誕生日

  4日  奥村雅徳
11日  川端一男
20日  東　　堅
23日  藤本　豊
29日  岩田良治
31日  金　定基

7月会員結婚記念日

  6日  中山敏夫

7月会員夫人誕生日

  8日  竹内会員夫人　栄子さん
14日  水上会員夫人　茂子さん
17日  野尻会員夫人　たみえさん
17日  塚田会員夫人　順子さん
18日  小見山会員夫人　民恵さん

崎


