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地区スローガン

『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

MARUOKAR.I DISTRICT 2650

RI第2650地区ガバナー 岡　村　吾　郎

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

卓話「ロータリアンとして思うこと」�

　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。
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「四つのテスト」

  2   12

1230回
　例会

42 32 6 90.48％

委員会報告

情報委員会（山岸）

情報集会の意見より勉強会をしたらとい
うことで、本日夜18：30から参加希望の
方は私まで連絡ください。ＲＣの基本的
特色と「にこにこ箱」について勉強した
いと思います。16時までに私に連絡いた
だき、人数によって場所を決定したいと
考えています。

会報委員会（奥村）

先日の情報集会では貴重なご意見が多く
ありましたので、紙面のスペースの関係
で1231号と1232号に分かれて掲載するこ
とになり、たいへん読みづらいと思いま
すがその点よろしくご理解いただきたい
と思います。

雑誌資料委員会（金）

3/10～3/16世界ローターアクト週間でガ
バナー討論のなかに「新しい世代のため
に、いま、ロータリーは何が出来るのか」
の座談会で29年前から青少年交換が行わ
れており、有意義で非常に実績が上がっ
ているが、29年前の方法をそのまま踏襲
する必要はないのではないか。いまのＲ
Ｃは目玉が無い。卓話の泉のなかで「女
性の造るお酒」「人口問題・結婚と離婚」
「狂犬病」また、入会暦の浅い会員の方
は最初のページの「ロータリーとは」を
ぜひ一読ください。それから29名の小さ
なクラブの工夫話など、ご覧下さい。

1233号

12

皆さんこんにちは、近頃は暖かかったり
寒かったりで、体調を崩さず頑張って欲
しいと思います。それから、おめでたい
報告がございます。去る 2 日（日）に横山
会員のご長男の結婚式があり、クラブを
代表して出席させていただきました。本
当におめでとうございます。
本日の人生訓「桃花笑春風」
桃の花が春風に誘われて咲き、ほころん
だ春のよろこびを詠ったもので無常観を
背景にしている。「人面は知らず、何処
にか去る桃花 1 日に依って春風に笑む」
を略して表現。

3/  8（火）…福井南（定款第5条第1節（Ｃ）項に基づき）
3/11（火）…福井南（ＲＡＣとの合同例会開催のため）
3/14（金）…鯖江（　〃　）
3/18（火）…勝山（ホームクラブ例会場の都合により）
3/25（火）…勝山（ＲＡＣとの合同例会開催のため）

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

　小見山会長、中島君、下田君、　嶋君、竹澤君、谷口君
　釣部君

　岩　君

ロータリー財団ベネファクター積金

　小見山会長、下田君、　嶋君、谷口君、釣部君

　小見山会長、本田君、岩　君、岩田君、川端君、谷口君
　山下君、横山君、藤本君、林田恒正君、東君、前田君
　増澤君、下田君
　　嶋君

本日7件　　　　計16,000円
本年度累計　 　 392,000円

本日5件  　       計11,000円
本年度累計　　  282,000円

本日1件　    　  計10,000円
本年度累計　 　　 80,000円

本日の合計　　　　   44,000円
前回迄の合計　　1,319,000円
本日迄の累計　　1,363,000円
前年度との比較   1,473,000円

川端会員

高

高

高

幹事報告［来信］

地区ガバナー事務所より…

　　＊Ｏｎ Ｔｏ 大阪委員長宛アンケート
　　＊ポリオ撲滅キャンペーン誓約に
　　　　ついてのお願い
地区ローターアクト委員会より…

　　＊地区大会本登録案内
松下エコシステムズより…

　　＊「風力・太陽光発電機照明」の紹介

入会させていただき11年を経て、果たしてロータリアンになっている
かどうか、そういう思いを込めて、今日はお話をさせていただくよう
なわけです。
入会時には定款・細則を読みなさい、先輩の研修会では定款・細則の
説明を受けた覚えがあります。入会したならば綱領の受諾と定款・細
則の遵守がうたわれていました。ロータリアンはＲＣの綱領や四つの
テストを読みながら、自分自身を育てていって欲しいと思います。山
本五十六の言葉に「やってみせ、言って聞かせて、やらせてみて、褒
めてやらねば人は動かじ」があります。またＩＭにお出でいただいた
森三郎先生が引用して使われた言葉「山笑う、杉山よりも雑木山」ロ
ータリーは雑木山だ、決して杉山であってはいけません。皆がそうい
うなかで仲良くしていって欲しいという思いを込められたものです。
もうひとつは専売公社のトップが残した言葉に「今日も元気だ、たば
こがうまい」私は「今日も元気だ、ロータリーに出席できた」そうい
う気持ちでいます。ロータリーは品位がなければいけないとか、いろ
んなことを言われますが、そのまえに自分自身が出席できることの喜
びを味わえる、そんなロータリーであってほしいなと思います。
最近、出席率が非常に悪いです。できれば全員出席することが望まし
い。そのなかで皆が励ましあい、助け合ってこのクラブを盛り立てて
いかねばなりません。私が入会したときは新米は親睦委員と会報委員
にならなければなりません、三年で卒業させてやると先輩に言われ、
それをやることによりロータリーの勉強をさせていただきました。も
ともと学校という限られたなかで生活をしていた人間ですから幅があ
りません。このクラブに入り、いろんな人と出会い、ものの考え方と
か見方を勉強させていただきました。何とか先輩に従ってロータリア
ンになろうと思い、地区大会、ＩＭなどすすんで参加し勉強をしまし
た。鯖江で行われたＩＭには、丸岡ＲＣの出席が少なかったようで、
Ｐ会長はすすんで参加いただきたいです。「Ｐ会長が行くんだから、
我々も行こう」と思わせるようなかたちにもっていけるといいなと思
います。定款・細則のなかには、地区大会やＩＭには参加することと
うたわれています。できれば都合のつく範囲で全員参加をお願いした
いなと思います。

出席についてですが、勝山ＲＣの松村季夫会員（雁ヶ原スキー場の社
長）さんは昭和36年創立以来、いままで一度も欠席せず、医科大入院
の時は無断で抜け出し、福井東ＲＣへメークアップに行き、「私にと
って、これが命なんだ」とそれほどすばらしい方です。私もできれば
頑張りたいと思います。私も10年間は欠席せず、メークアップはあり
ますけど、11年目に入り、昨年 6 月に 2 週間ほど入院で休ませて頂き
ました。
三国ＲＣでは指名された人が前に出て「四つのテスト」を皆で一行ず
つ唱えます。福井東ＲＣでは隣り合わせた人同士が握手をして、それ
から例会始める。いろんな工夫を夫々のクラブではやっているようで
す。
定款・細則の中身に関しては、ここで言うべきことはないですが、 1 
年間に 4 回は例会は休んでも良いと改訂され、 1 ヶ月に 5 回ある時は
 1 回休み、充電して、次回に備えるということも考えてほしいです。
もうひとつは出席委員長にお願いしたいのは、出席を奨励する意味で
も、1、2、3、5、10年皆勤者の表彰を該当する月にしてほしいです。
外部卓話の時はたった30分ですから、居眠りは遠慮していただきたい
と思います。
「ニューモデルに基づいて、ロータリークラブを創設する試験的プロ
ジェクトを実施することを認める件」で日本では、以下の三つのＲＣ
が2001.7.1から三年間、試行というかたちで実施されます。
◎足利東ＲＣ（栃木）会員数59名（女6名）⇒週1回例会（火）…13名入会
◎春日部ＲＣ（埼玉）会員数55名⇒月3回1・2・3週（火）例会…2名入会
◎東京高輪ＲＣ（東京）会員数19名、1995年創立⇒月3回1・3・5週（火）
　例会…4名入会（春日部・東京高輪はともに出席率向上）
これらは 3 年間の試行
ですから、結果報告は
2005年の国際大会で発
表されます。例会数が
減らされることも考え
られ、充電して例会に
出席してくださいとい
う意味もあるわけです。

福井社会保険事務所
南田課長

年金のしくみ

　借りやすい会社、　　
　　　　　借り難い会社
（元金融マンのひとり言）

水上会員

「 」

「

」

崎

崎


