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『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
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皆様、今日は。梅雨とはいえ毎日良い天気が続いていま
す。私もあと今日を含めて 3 回となりまして、毎日の天
気模様と同じ気持ちです。
12日土曜日に武生ＲＣの50周年記念式典に、副幹事の高
嶋さんと参加してまいりました。各ＲＣの会長・幹事の
挨拶は決まって「一年間ご苦労様でした。あと○回です
ね」でした。多分にもれず、私も同様です。 3 回の例会
の内訳は、外部卓話が無くて委員会報告等が主です。
よろしくお願いします。これと言って報告事項はありま
せん。以上です。

　林田数一君、下田君、金君、　嶋君

　林田数一君、下田君、金君、　嶋君

　林田会長、下田幹事長、藤本君、林田恒正君、本田君
　金君、中島君、　嶋君、竹内君

本日4件　　　 計    7,000円
本年度累計　 　 364,000円

本日4件　　　 計    6,000円
本年度累計　 　 344,000円

本日の合計　　　　   19,000円
前回迄の合計　   1,405,000円
本日迄の累計　   1,424,000円
前年度との比較   1,631,000円

　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。

例会日
　/　

会員数
当　　日
出席者数 出席率Make up

出席報告

  5   19

1289回
　例会

38 28 2 81.08％

地区ガバナー事務所より…

　＊ＷＣＳ委員会レポートが来ています。

地区ガバナーエレクト事務所より…

　＊第1回 新世代委員長会議開催の案内
　　（7/17 土  京都市  ホテル京阪京都）
　＊第1回 社会奉仕・環境保全委員長会議及び
　　研修会開催の案内（7/24 土  京都市  ぱるるプラザ）
　＊第1回 国際奉仕・青少年交換担当委員長会議開催
　　の案内（7/19 月（祝）長浜市  長浜ロイヤルホテル）
　＊公式訪問、訪問時の資料送付のお願い　6/20迄に
　＊前期分担金振込み依頼　7/23迄に
　＊ロータリー・ジャパン・ウェブ委員会案内パンフ

ローターアクトより…

　＊地区親睦会　第2回会長幹事会並びに
　　部門別協議会報告
　＊ミャンマー事業の受賞報告について

［来信］

「それでこそロータリー」

会長・幹事
「一年度を振り返って」

各委員会委員長
「年度を振り返って」

藤本クラブ奉仕委員長より

私自身が病気のため長期の欠席をいたしまして、各委員長さん始め各委員会の皆
さんに非常にご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。各委員会はそれぞれ
の年間計画に基づき活動していただきました。
出席委員会は、出席率ＵＰの為に、欠席者にはメークアップ依頼、連続した欠席
者にはハガキでの出席依頼をするなど大変苦労をされていました。
親睦委員会は、新役員披露から始まり、家族納涼大会等、会員はもとより、家族
間の親睦等によりロータリーの活動に理解を深めるよう努力されていました。
ニコニコ委員会のニコニコ募金は、職業・社会・国際・新世代の 4 代奉仕の活動
の大切な資金源であります。ただ今は不況の世の中で募金を集めるのはなかなか
大変だったようです。さらに委員長さんの長期欠席、副委員長さんの退会とあり
まして、今年は本当に苦労されました。
雑誌・資料委員会では毎月 1 回「ロータリーの友」を丁寧に解説をしていただき
まして、会員が改めて「ロータリーの友」を親しむようになったと思います。
プログラム委員会は毎例会バラエティにとんだ企画で楽しみながらこの一年を過
ごさせていただきました。ご苦労様でした。
会報は会報作成を毎週遅れることなく出版されていました。
ロータリー情報委員会は親睦を兼ねて一泊のオリエンテーションを行い、ロータ
リー活動に対する理解を深めていただきました。
ソング委員会は季節に応じて童謡など交えて、例会の和やかさなどの雰囲気を出
していただきました。その他の委員会も初期の目標に努力されていました。
この一年間、各委員長さん始め委員の皆様にご協力いただきまして本当にありが
とうございました。

岩田出席委員長　欠席委員長などとも呼ばれてしまいましたが、当初は出席表を
作り出席を促しましたが、私自身が出席できなく中止にしてしまいました。すみ
ませんでした。
職業分類小見山委員　中島委員長・釣部副委員長欠席の為、私がします。年頭に
入会された竹内会員、続いて入会された中澤会員は職業分類表に従い 2 人のポジ
ションを付けました。新入会員があり次第、職業に照らし合わせて分類をすると
いう仕事をさせていただきました。
前田親睦活動委員長　親睦活動は会員相互の親睦と家族を含めた親睦をはかって
ロータリーの活動を理解していただく事が基本です。今年は少人数ながら親睦活
動を進められ100点満点の仕事をしてきたと思います。今年は10年ぶりに家族バ
ーベキュー大会を開催しました。納涼大会・クリスマス会等少ない予算を切り詰
めても会員の負担が少しでもかからないように努力しました。結果中身の濃い、
楽しい親睦委員会の活動をせていただきました。当初の計画をすべてクリアして
終えることが出来まして悔いのない一年を過ごしました。
ニコニコ委員会　委員長が長期欠席・副委員長が退会ということで所轄の藤本か
ら発表します。先ほども述べましたように委員長・副委員長不在ということもあ
りまして目標には達しておりません。しかしニコニコ募金はロータリー活動をす
る上で大切な資金源です。今後もニコニコ募金がロータリー活動を生かす為に皆
さんのご協力をお願いします。

金雑誌・資料委員長　一年間「ロータリーの友」に親しんでいただきありがとうございま
した。細切れの時間を利用して「ロータリーの友」に親しむムード作りを心がけてきまし
た。毎月第 1 週の例会で「ロータリーの友」より興味のある記事、重要な記事を抜粋し、
興味が持てるように紹介してきました。結果、ロータリーの友に対する反響が非常に大き
く感じられまして、皆さんに読まれているという手ごたえを認識しました。反省点は資料
の整理という作業は手付かずで残っています。今後は事務局との連携を密にする等の対策
が必要と思われます。
高嶋会員増強委員長　委員の 2 人が退会されまして、非常に寂しい思いをしております。
青年会議所商工会の青年部の卒業生の中澤さんが入会しました。何度か青年部を辞められ
た方に話をしましたが、私が断られやすいのかうまくいきませんでした。
竹澤退会防止委員長　就任した日に岩崎副委員長が退会し、増澤さん、塚田さん、川端さ
ん、北（昭）さん、谷口さん、と知らないうちに退会してしまって、手の施しようがありま
せんでした。退会防止委員会が知らされていないので退会をする前に委員長に話してほし
いです。退会を止められなかったことは本当に残念に思いました。
山下プログラム委員長　「会員が何らかの新たな発見と価値を見つけ出すことの出来る例
会プログラムを提供する」という基本方針で活動してきました。例会プログラムに関する
アンケートを取りました。アンケートにより会員がどんなことを希望しているかわかりま
したし、それを参考にプログラムを企画して参りました。46回の例会中の 9 回が会の運営
に必要な情報発信の場、17回が内部連絡・勉強会など、会員卓話 7 回、外部卓話13回です。
その時期の話題に適応したものをと心がけてまいりました。白板に次回の例会の案内を書
いて興味を持って例会に参加して貰えるように努めました。反省点は講師の方に会の趣旨
の説明を怠った為、内容が広告になったり、短い時間で講師の方の気持ちが伝わらなかっ
たこともありました。又、講演後に原稿依頼をしてトラブル事もありましたので会報委員
会と連絡を密にしていかなければならないと思いました。又、役員会提出後に変更が多々
あったこと、外部卓話のときのマナー違反があったのが残念です。
吉川広報委員長　福井新聞で、就職模擬面接・カーブミラー清掃と警察署へ街頭犯罪抑制
パネルの贈呈の 3 回、記載して貰いました。反省点は新聞社には 1 週間前には連絡しなく
てはいけないので早めに広報に連絡してほしいです。
南ロータリー情報副委員長　芦原にて新入会員歓迎会を行いましたが参加が少なかったの
で寂しい思いをしました。情報委員会はいろいろな情報を提供して理解していただくこと
を目的としています。皆さんのご協力を感謝します。
池田規定審議副委員長　川端委員長が病気の為退会され引き継ぎました。一昨年改革しま
したので今年は何もありませんでした。他に、ガバナー公式訪問時 4 つ質問をしましたが、
 1 つは翌日に電話があり、後はＦＡＸで回答がありました。すぐに処理をする。これは当
会にも必要で会員の意識改革が必要だと思いました。
横山会報委員長　会報について「欠陥の無いように」を目標にスタートしました。会報の
メンバーでローテーションを組んですることで前半は上手くいきましたが、後半はやはり
忙しい方が多いので上手くいきませんでした。その為、遅れるようになってしまいました。
来期も会報委員として残っているので反省を踏まえてやっていきたいと思います。
北ソング委員長　ロータリーソングを新しい方にも覚えて貰うために毎回歌いました。又、
希望のあった季節に合わせて童謡を入れたりしました。 5 年間ソング委員をさせていただ
きありがとうございました。

各委員会「一年度を振り返って」

6/25（金）三　国…夜間例会のため
6/28（月）敦賀西…最終例会のため
6/29（火）若　狭…最終例会のため
6/30（水）鯖江北…最終例会のため

高

地区国際大会委員長より…

　＊国際大会参加のお礼状
　＊国際大会（関西）記念グッズ発売のお知らせ
　　（6月末日まで）

メーキャップ…石橋君（6/14）福井東

高

高

次年度竹澤クラブ奉仕委員長より

いよいよ次年度の準備に入りました。明日（17日）
「小松屋」6時より次年度クラブ奉仕委員会、小委員
会「出席～ソング」までの12小委員会の委員長さん
全員の出席をお願いします。欠席の場合は代理をと
いうことでお願いしてありますが、大事な会議です
ので 2 人出席して 1 人は最後までいていただくよう
にして下さい。明日の会議には是非全員出席下さい。
次年度野尻国際奉仕委員長より

昨日（15日）委員会開催のＦＡＸをしました。しかし、
18日に開催予定でしたが次年度会長さんの予定を聞
かずに決めてしまいましたので日にちを変更させて
頂きます。改めて日時を通知させて頂きますのでよ
ろしくお願い致します。
出席委員会より

本日の出席は28名、届け出有りが 4 名、無届けが 6 
名、出席率73.6％です。
ニコニコ箱委員会より

欠席なので代理がします。


