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丸岡ロータリークラブ会報

MARUOKAR.I DISTRICT 2650

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

　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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「それこそ ロータリー」
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皆さん今日は。本日の福井新聞のコラムの欄にプロ野球は
監督の采配で、試合を左右することは非常に少ないと書い
てありました。現在、阪神タイガースが破竹の勢いでばく
進をしていますが、試合のほとんどを決めるのは選手の力
量にあるそうです。丸岡ロータリークラブが良くなるのも
悪くなるのも、私の所為ではありません。皆さんひとり一
人の力量にございます。どうかよろしくお願いします。

ジョナサン・Ｂ・マジィアベＲＩ会長夫人のご逝去を悼み、
追悼の黙祷でご冥福をお祈り申し上げます。

7/24（木）武生府中…納涼家族会開催のため
8/  6（水）敦賀…仏兵墓地清掃奉仕のため

　林田会長、下田幹事、藤本君、西野君、竹澤君、釣部君

　林田会長、下田幹事、藤本君、川中君、西野君、竹澤君
　釣部君

　林田会長、下田幹事、藤本君、川中君、西野君、高本君
　竹澤君、釣部君

本日6件　　　   計10,000円
本年度累計　 　   49,000円

本日7件　　　   計  9,000円
本年度累計　 　   46,000円

本日の合計　　　　   16,000円
前回迄の合計　  　 183,000円
本日迄の累計　　   199,000円
前年度との比較      179,000円

丸岡警察署新役員披露夜間例会
（於：小松屋）

1.  7 月：ピッキング犯罪防止キャンペーンに協賛
　　　　防犯パネル・ポスターの寄贈
2.  8 月18日：2003坂井町ふるさと祭り・かがしコンテストに参加
3. 10月13日：第35回古城祭りパレード部会
　　　　　　おじゃれ餅まきに参加並びに協賛
4.  3 月中旬：カーブミラー清掃奉仕
　丸岡、坂井両町の幼保園及び小中学校近辺のカーブミラーを中心に
5.  5 月上旬：古城マラソン・車椅子ハーフマラソン大会への協力
6. その他：ボランティア活動
　　　　　かすみヶ丘学園、老人施設「豊楽園」などの慰問活動

国際奉仕委員会
国際奉仕の趣旨をよく理解し各委員会と連絡を密にし、奉仕活動
に積極的に参加、協力をする。
1. 世界社会奉仕に参加、援助する。
2. ポリオ撲滅基金活動キャンペーン
　 2 年目の今年度も引き続き 1 人年間50ドルの協力お願い
3. 大阪国際大会（2004/5/23～26）全員参加
4. ロータリー財団基金の、それぞれの目標達成に努力する。
5. 米山奨学目標達成に協力する。
6. 青少年交換事業の理解を図る。
7. 姉妹クラブの友好親善と交流を図る。

青少年交換委員会
当クラブ会員全員が、青少年交換留学生の意義を充分に理解をし
て頂き、本事業の目的に対して協力を得られるよう委員会は努力
をする。
1. 受入れの際に問題点が発生した場合に調査・研究し、対応策を
　検討していく。（会員の意見を参考に）
2. 派遣についても受入れと同様に対応策を検討していく。
　（会員の意見を参考に）
3. 地区委員会には参加し、基本方針、活動方針を理解し事業推進
　に努力する。

ロータリー財団委員会
ロータリー財団の目的や実績を会員の皆様に理解して頂き、財団
への積極的協力をお願いして行きたい。
1. 2650地区の目標額一人当たり、年間150ドルの理解を求め、協力
　をお願いする。
2. ポールハリスフェローの達成に協力する。

3. ベネファクターを、3名目標にする。
4. 財団月間に地区委員を招き会員への財団に対する理解を求め
　る。

米山奨学会委員会
（財）ロータリー米山記念奨学会は、勉学、研究を志して日本に
在留している外国人留学生に対し、国際理解と親善を深めるた
めに、全日本のロータリアンの寄付金を財源として奨学金を支
給、援助する民間の団体である。
1. 昨年に引き続き、会員年間普通寄付を一人当たり7,000円とす
　る。
2. 米山功労者を1名以上作る様作業する。
3. 米山準功労者を作るべく、昨年に引き続き例会時に個人また
　は法人に積みたてをお願いしている。
4. 第 5 例会を米山ランチとし、その差額をクラブ寄付としてい
　る。本年は 4 回

姉妹クラブ友好委員会
姉妹クラブとの交流を深め、今まで以上に友好関係を密にし、
ロータリー活動に寄与する。
1. 山中ロータリークラブとの年一回の交流を充実するよう努める。
2. 三国ロータリーとの年一回の交流プログラムの充実をめざす。
3. 島原南ロータリーとの交流は毎年とはいかないが、情報交換
　に努め、出会った時によそよそしくない交流が出来るよう努
　力する。

青少年委員会
地域の青少年の健全育成をはかるため、社会奉仕委員会と協議
し連携を保ち、青少年の自主的活動を援助する。
1. 一日お父さん　丸岡町、丸岡町社会福祉協議会と協賛する。
　 7 月27日（日）
2. ＲＹＬＡの参加
3. カーブミラー清掃　社会奉仕委員会と協賛
4. 「親子のふれあい」として、丈競山登山を企画
　2004年5月30日（日）を予定。

会計報告
2003年度～2004年度の予算書により、収入の部、支出の部につ
いて詳細に説明し、出席全員の承認を得た。
・会員増強をお願いしたい。
・支払と決算はじん速に行いたいので、ご協力をお願いしたい。

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…

　　＊2002－03年度　新世代のための会議報告書

福井あじさいＲＣより…

　　＊例会場移転通知（9/1）
　　　国際交流会館→ホテルリバージュアケボノ

ＲＩ日本支局より…

　　＊個人寄付領収書
　　＊クラブ会長のための毎月照合表
　　＊2003－04年度クラブ会長、幹事のための
　　　役立つ情報源

米山記念奨学会より…

　　＊功労クラブ表彰について（6回目）

丸岡・坂井両町長より…

　　＊7/23懇親会出席通知

親睦委員会

 7 月23日の新役員披露夜間例会には、是非皆さん全
員の出席をお願いします。
本日から、会員の誕生日、夫人の誕生日、結婚記念
日の記念品が変わりましたので、報告いたします。
また、ネームプレートのない人は新しくつくります
ので連絡して下さい。

［来信］

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

協和教育映画者より…

　　＊小学校用、中学校用、
　　　特別オプションビデオライブラリー案内

職業分類委員会
会員増強委員会・会員
選考委員会との協力、
また連絡を密にして、会員の増加につとめたい。
1. 分類表により未充てん会員の情報を増強委員に連絡し、
　加入員の増加につとめたい。

会員選考委員会
会員増強委員会からの推せんをいただいて、どんどん会員
を増やしたい。よろしくお願いしたい。

職業奉仕委員会
職業奉仕はロータリーの原点であり、我々会員は職業を通
じて自己の職業の品位の向上に努めるとともに、何か出来
るかを考え、地域社会の発展に寄与出来る奉仕活動を行う。
1. 丸岡高校就職模擬面接　　　8月13日
2. 坂井農業高校就職模擬面接　8月13日
3. 職場訪問例会を行い、他の職業への理解と知識を深める。
　10月予定
4. 四つのテスト合唱

社会奉仕委員会
社会奉仕活動とは、地域社会が本当に必要としているもの
に基づいた奉仕活動で、且つ、クラブ会員の一致した意思
と協力を必要とするものでなければならない。


