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次回例会
第 １４３４回
平成１９年７月４日（水）

今回例会 第１４３３回
平成１９年６月２７日（水）

年間活動方針 発表

年度末活動報告 （最終）
各委員会 委員長
藤本会長
水上幹事

前田会長・野尻幹事

第１４３２回例会 委員会報告 （６月２０日現在）
今日のロータリーソング
『 奉仕の理想 』

藤本会長 挨拶

（６／２０）

いよいよ残り１０日となりました。皆さん一年間ご協力下さ
いましてありがとうございました。各委員長さんの活動報告を
今週来週にて発表していただきます。クラブ管理委員長さんは
小委員会のも含めて発表していただきますがよろしくお願い致
します。

ＩＭ報告書 大野ＲＣ
ＲＩ２００７年規定審議会

出 席

欠席届有

３６

28

7

欠席届無

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ

1

0

出席率％

77.77

出席委員会
ロータリー財団特別寄付（個人寄付）・・・（ABC順・敬称略）
年次袋完了＝橋本 計 30名 藤本・橋本・林田（數）・金・前田・奥村
・下田・髙嶋・横山 （23,000円 本年度累計719,000円）

米山記念奨学会（個人寄付）
年次袋完了＝23名 藤本・金・倉本・前田・中田・奥村・下田・髙嶋・横山
（ 本 日 11,000 円 本 年 度 累 計 533,000
円）

水上幹事 報告
※
※

会員数

ニコニコ箱･･･（ABC順・敬称略）

決定報告書

藤本―今期もあと 10 日となりました。最終まで頑張りたいと思いま

野尻次年度幹事報告

す。

臨時理事役員会報告
※ 出席免除の承認 南会員・山岸会員・中島会員・釣部会員
※ 新入会員 桑野賢吾君の告示
※ 友好クラブ表敬訪問予定
7/4 三国ＲＣ 7/11 山中ＲＣ
※ 「まつりのべおか 古城まつり実行委員会使節団」の募集
参加申込 ： ７月２日（月）までに
派遣期日 ： ７月２８日（土）～３０日（月）
負担金
： ４万円
予定人数：５名程度

２泊３日

ゴルフ同好会より
去る 6 月 23 日（土）梅
雨の合間でしたが、この
日は見事に晴れ上がり
絶好のコンディション
のもとでゴルフ同好会
コンペが開催されまし
た。お昼 1 時過ぎのスタ
ートで日没になるので
はと心配されましたが
見事な夕焼け空の中で
何とか７時過ぎに終了
し、その後大宮亭にて総会・表彰式を行いました。総会では今年度の決
算・事業報告、中田会長・山下幹事の役員留任、今後役員は２年度と交
代の他、年会費徴収の件、次年度計画が承認されました。コンペの成績
は優勝山岸会員、準優勝竹内会員、３位釣部会員でした。

池田―誕生日を自祝して
金――-気温が上がっています。多めに水分を取りながら行きましょ
う。

倉本――健康第一にて
前田――各委員長様、本日は年度末の卓話ご苦労様です。
水上――各委員長さん活動報告ご苦労様です。
野尻――結婚記念日を自祝
奥村――久し振りのクールビズ 寒いです！
下田――又、卓話をしなければなりません。
下田――各委員長さん 1 年間の活動報告ご苦労様です。
高尾――新田公 670 年忌法要が 7 月 1 日です。皆さんお参り下さ
い。
髙嶋――理事会欠席してどうもすいません。
竹澤――高尾君お世話になりました。又、商用の為中座します。
釣部――ニコニコ箱６/２７最終日です。よろしく。又今日は早退
します。
山田――各委員長さん活動報告ご苦労様です。
本 日 の 合 計

31,000円

本日迄の累計

1,638,221円

前年度との比較

1,760,000円

２００６－０７年度

活動報告

橋本職業奉仕委員長
２００６年８月２３日（水）
坂井農業高校にて就職模擬面接会を開催
坂井農業高校５８名 丸岡高校１２名
会員３０名が９室の会場に分かれて模擬面
接を致しました。
記念講演『働く意義～人生の目標と目的』
システム研究所 梅田憲一様
※ 当日に欠席が多いので困った。
※ 本面接が翌年の為、結果を調べる必要がある。
２００７年５月２３日（水） 丸岡南中学校を視察 会員３０名、米山
奨学生１名、事務局１名が参加
昨年新設された中学校を伊藤校長、
大代教頭先生に丁寧に案内していただきました。

野尻社会奉仕委員長
一年の行事を１００％ではないですが消化する事が出来ました。
本当のボランティアというのをしたのは「称念寺の清掃奉仕」ではなか
ったのかと思います。
地区からのテーマは「水保全」でしたがな
かなか出来ませんでした。
もう一つ「ノーカーデー」と思っていまし
たが、この会場までの交通機関がないの
でやはり出来ませんでした。
７月１６日 ボランティアまつりの参加
会員の皆さまに品物を寄付していただき
販売いたしました。売上が３万円近くありましたので３万円にして
社会福祉協議会に寄付
10 月 8 日 古城まつりに参加 今年も約３０００個の餅を撒きました。
12 月 6 日 街頭献血運動を致しました。沢山の方に協力いただきました。
２００７年４月１１日 カーブミラー清掃奉仕を致しました。
今回はＮＨＫのニュースでも取り上げられました。
私は２年間社会奉仕委員長をさせて頂きましたのでこれで卒業とな
りました。ありがとうございました。

髙嶋国際奉仕委員長
昨年、国際奉仕委員会のメインの「国際ク
ッキングパーティー」を丸岡に住む外国人
のお国の料理を作っていただき、そしてみ
んなでいただき懇親をはかりました。私は
ロータリーのメンバーも一緒に料理を作り
たいと思っていたのですが、調理場が狭くできませんでした。私の思っ
ていたこととは大分違ってしまったことが反省する点です。
来年度も私が国際奉仕委員長なので来年はこのクッキングパーティーを
家族納涼会のバーベキューに外国の方を呼んで一緒にしたいと思ってい
たのですが、家族納涼会は花火を見に行くという事で、できなくなりま
した。予算のかからない方法で丸岡町、坂井町にいる近在の外国人を招
いて懇親をはかれたらと思っています。昨年、ハワイに姉妹クラブ締結
の準備という事で行ったところ地区同士が姉妹締結という事になりまし
たので良かったのかなと思います。月信にも載っていましたが５０００
地区のガバナーはアロハにネクタイもせずラフな格好で例会に出席して
いました。ハワイだからかも知れせんが、楽な格好で、硬苦しくなく例
会をしていました。お国柄か、ハワイという観光地であるからかもしれ
ませんが、簡単にメーキャップにこれるような雰囲気でした。

奥村会員増強委員長
ひと目でわかりやすい活動内容を紹介したパン
フレットを作成しそれを活用、職業分類の空席を
埋め、新しい分野での会員誕生を目指し、元会員
への再度の勧誘、元会員のご子息への働きかけを
行った結果、幸いにお二人の元会員が復帰してい
ただき、お一人が職業分類の空席を埋めていただ
きました。
３名の新しい会員を迎えることが出来ましたが、同数の３名の方が退会
されたことは残念で純増の目標はなりませんでした。日本ではわずか
３％の入会率といわれる女性の会員誕生も実現に至らず。経済状況等も
あり、情報不足やクラブに対する人々の意識の違いを痛感しました。

高尾新世代副委員長
当年度の基本方針に掲げた「大人たちが
普段からあたりまえのこととして子供た
ちの前に姿を表し、地域の子供たちと普
段から何らかの直接的なまじわりを持
つ機会と場を増やしていくこと。
」の実践
として次の３事業を行なった。
1. 杉山兄弟のｽスーパーシャボン玉ショーの開催
2. 丸岡ロータリー杯小学生バトミントン大会の主催
3. ロータリープログラムに参加する事業
シャボン玉ショーでは、まごころ保育園保育士の協力得て、親子約３
５０名が集まり、シャボン玉という身近な遊びから世界に挑戦する夢
や日頃の努力の大切さを伝えた。地域のロータリーに対する認識を深
めてもらうために開会時にロータリークラブの活動内容を説明した。
バトミントン大会は昨年より３７名少ない９４名の参加を得て開催、
参加会員はステージ上でプレーを見守り、プレー終了後にステージ壇
上で出場者を揃えて表彰式を行うことでロータリー主催を印象付けた。
２つの活動は新聞にも掲載され、多くの人にロータリークラブの活動
を印象つけることが出来たのではないかと思います。広報活動として
は良かったと思いますが、精神などを伝えていく上ではやはり準備不
足だったのではないかと思います。
当年初めて県単位で開催した地区 RYLA（ロータリー青少年指導者養成
プログラム）に参加者を輩出し、成果を上げた。

中田クラブ管理運営委員長
途中より引継ぎ各小委員長さんとの話が出
来なく残念だと思いました。
プログラム委員会
ロータリーの本質は人を育てる事、道徳
を守る人をつくることにあります。そして
それが職業倫理につながっていきます。
今年度は特に各委員会委員長に委員会の歴史を踏まえて、委員会の基
本的考えを卓話していただいた事は、ロータリーを理解していただく
のに多少なりとも成果があったと思います。残念ながら、一部の委員
長が違ったお話をされたのは残念です。
外部の卓話者のスピーチはいろんな意味で感銘を受けました。話を真
剣に聞けば自分のみになると思います。
親睦活動委員会
ロータリーの親睦、特に「開かれた親睦」ということに注視しなが
ら「会員相互の親睦をより深める事によって、それが究極的には会員
増強に繫がる」という基本方針のもとに実施した。
会員数が減少傾向にあることから、親睦委員を中心とした 3 名編成の
「例会当番表」を作成し準備・後片付けをお願いした。ロータリーの
親睦という視点から少し残念な結果であったと感じています。
規定審議委員会
ＲＩ本部の定めるところの定款、細則等を常に熟読し把握する事当
クラブの細則、事務規定も常に社会情勢の変化に合うように改廃する
よう心掛ける。ＣＬＰ構想も２年目に入るので情報委員会に協力して
もらい受け入れ体制が出来るよう準備する。
ニコニコ箱委員会
昨年より会員が１０％減少になりニコニコ総金額も１０％位少なく
なりました。しかし会員の皆さんのご協力により目標に達しました。
私もニコニコ箱 3 回目ですが個人的に思うのですが、協力して頂く会
員の年総額が多い人、少ない人非常に差（３倍～４倍）があります。
クラブ活動報告書に財団、米山の様に一覧表にしたらと思いますが。
出席委員会
週報等でメーキャップの情報を記載した。欠席が多い方への紹介者
からのアドバイスが極めていたか出席規定を確認していきたい。
ソング委員会
中澤会員が退会し委員長を引き継ぎ、方針どおりに進めました。
米山奨学会委員会
地区からの要望の一人当たり２万４千円の寄付の達成の為に、前期
後期に分けて１万円の寄付をお願いしてきましたが目標は達成されま
せんでした。しかし、多くの方に協力いただきましてありがとうござ
いました。

