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『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
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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。

例会日
　/　

会員数
当　　日
出席者数 出席率Make up

出席報告

水 平成  15 7  2 水

1249
平成  15  6
1248

第1247回 平成 15 6 18 水 12：30

「それでこそロータリー」

  5   30

1244回
　例会

42 28 3 79.49％

山岸25周年記念行事副実行委員長
本来ならば南実行委員長がお礼を申し上
げるところですが、欠席のため私の方か
ら創立25周年の記念行事、式典、祝宴を
無事終えることができ、本当に皆さんご
協力ありがとうございました。各委員長
さんには、特にお世話になりました。あ
とはご苦労をお掛けしますが、林田委員
長の記念誌を待つばかりです。ありがと
うございました。

親睦委員会（川中）
最後の例会は夜間例会で、小松屋にて25
日に25周年行事の打ち上げを兼ねてお膳
のかたちで、記念行事と 1 年の労を労う
意味で、ゆっくりと歓談したいと思いま
すので出席の程、宜しくお願いします。

先日の25周年記念式典は本当にありがと
うございました。 7 月 1 日より正式に竹
内一博さんの入会が認められました。

1247号

25

先般、開催した当クラブの創立25周年記
念式典、大変ご苦労さまでした。深く感
謝申し上げます。特にご婦人方にお手伝
いいただき、助かりました。南実行委員
長からも「皆さんによろしく」と伝言が
ございました。それから本日はクラブ協
議会で、クラブ奉仕委員長はじめ、各小
委員長の今年度を振り返りということで
お願いします。次回は夜間例会で残りの
三大奉仕＋ 1 、各小委員会並びに創立25
周年各部の委員長より振り返っての報告
をしていただきます。そして告示しまし
た新会員候補の竹内一博さんは入会が認
められ、次回の夜間例会は体験入会のか
たちで、正式には 7 月よりとなります。
また、12日に県下現、新の会長・幹事会
が開かれ、福井ＲＣより少年防犯隊の発
足に伴い、県下ＲＣの統一事業というこ
とで、タスキを贈ることになり、その協力金として
我がクラブは 3 万円。ミャンマーの小学校建設に関
しての決算報告。福井南ＲＣより県下ＲＣの会員名
簿作成の件で、 7 月 1 日現在で10月 1 日発刊の予定、
 1 冊700円。福井西ＲＣよりビジター受付の用紙の
件で、今後パソコンで処理していきたい。またミャ
ンマーの小学校建設はあくまでも県下のＲＣ統一事
業であるとの再確認の申し入れがありました。次に
次年度福井西ＲＣが25周年、武生ＲＣが来年 6 月12
日に50周年記念を。次年度Ｉ.Ｍホストは勝山ＲＣ、
ＧＳＥは鯖江北ＲＣ、次回の県下会長・幹事会は敦
賀ＲＣのホストで。Ｉ.Ｍ実施計画は10月 4 日（土）、
基調講演に中山内閣官房参与をお招きして『拉致問
題』について。本日の人生訓は「竹有上下節」

　岩田君、金君、北勇一君、下田君、竹澤君

　

　岩田君、金君、北勇一君、下田君

　小見山会長、石橋幹事、山岸実行副委員長、池田君、金君
　西新居君、林田数一君、下田君、林田恒正君、橋本君

本日5件　　　　計10,000円
本年度累計　 　 493,000円

本日4件  　       計  8,000円
本年度累計　　  362,000円

本日0件　    　  計         0円
本年度累計　 　　 80,000円

本日の合計　　　　   20,000円
前回迄の合計　　1,750,000円
本日迄の累計　　1,770,000円
前年度との比較   1,961,000円

林田会長

本年度活動方針発表「 」

慰労夜間例会
職業奉仕、社会奉仕、

国際奉仕の各委員長、会長、幹事
「 」

出席委員会（中山）
欠席会員にＦＡＸでのメーキャップ案内が2、3度しか実
行できず、申し訳ない。無届欠席が多く事務局への連絡
を切望。遅刻者も多いし、定刻までに必ず出席を。一部
の会員に限らず、会員全体にメーキャップの参加を期待。

職業分類委員会（池田）
入会者が無ければ仕事が無いので、会員増強のお手伝い
をと考えましたがままならず。

親睦活動委員会（川中）
基本方針的には何とかやれてこれたと思います。新役員
披露、納涼家族会、山中ＲＣと合同例会、クリスマス家
族会、新年会と連続してあり、その後、多少間があき、
そして大きな25周年記念を終え、最後に25周年の慰労も
兼ね、小松屋で夜間例会として懇親を深めていただくこ
とになりました。深く理解せず引き受けたもので、皆さ
んに迷惑をお掛けしまして申し訳なく思っています。お
かげで私自身ロータリーのこと、いろんな面で勉強させ
ていただきました。

ニコニコ箱委員会（横山）
170万円の目標をいただき、前年度より少ないが会員減
もあり、現在177万円に達し、一応、当初の目標をクリア
できました。ご協力ありがとうございました。

雑誌・資料委員会（金）
『コマ切れの時間を上手に使い、ロータリーの友を読み
ましょう』と呼びかけ、月に一度、記事を選び報告させ
ていただき、きっと皆さんの身近になっていると信じて
います。

退会防止委員会（水上）
残念ながら3名の退会者があり、申し訳なく思っています。

プログラム委員会（野尻）
「いい人を招いて、いい話をしていただく」と考えて、
一年間やってきました。それには如何に多く出席してい
ただけるか心配で、スピーカーに対し気を使うことが多
く、次年度は多くの会員が出席し、居眠りも無く、『聞
き上手』になることを望みたい。

広報委員会（吉川）
ほとんど何もできず申し訳なく思っています。かかし祭
の作品を霞保育園に贈らせてもらったことぐらいかも。
また新聞社などへ掲載依頼するのは、最低 1 週間、もし
くは10日間は必要なのでご理解いただきたい。

ロータリー情報委員会（山岸）
ようやく新入会員ができ、しっかりと情報伝達をするつ
もりです。その新入会員の竹内君の推薦人でもあり、彼
には社会に出ると勉強する場があまり無く『ロータリー
は勉強する場であり、卒業は無いんだ、いまから勉強し
ていこう』と口説き、やっと理解を得て入会の運びとな
り、情報を伝え皆さんの足を引っ張らないよう、教育し
ていきたい。一緒に情報伝達をと希望される方はお申し
出下さい。

規定審議委員会（川端）
以前に卓話のときに考えやお願いをしておりますので…。
来年も規定審議のほうの改正が論議されると思いますの
で見定めていきたい。定款・細則のチャーターナイトの
旅費の印刷漏れ、丸岡ＲＣ細則の11頁の第 1 節のところ
で、幹事のところが「感じ」のミスプリントあり。来年
もまた引き続きということらしいので、出来る範囲のこ
とをやらせていただきますので、よろしくお願いします。

ロータリーソング委員会（北勇一）
一年間ありがとうございました。食事中のＢＧＭについ
て皆さんからリクエストをお願いしましたが無く、次年
度もやれということなので、要望がありましたらリクエ
ストください。音楽に関心のある方は是非、先々のソン
グ委員会の方をよろしく。

［来信］

ガバナーエレクト事務所より…

　　＊広報・雑誌委員長会議（7/12）
　　＊財団セミナー開催案内（7/12）
　　＊ポリオ撲滅活動キャンペーン
　　　（チャリティーカタログオークション）
　　　　　　　　　　　　　　について

福井ＲＣより…

　　＊少年防犯隊発足
　　　「少年防犯隊たすき作成協力」の件

年度を振り返って


