
 
   

令和３年１０月 ４日（月）第 2051 回例会 

19：00 開会点鐘 

君が代・ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「四つのテスト」 斉唱 

会長挨拶   柿木 満雄 会長 

入 会 式  多田
た だ

 清
せい

吾
ご

 会員 

祝  事  １０月 会員誕生日  結婚記念日 

夫人誕生日 

幹事報告  上屋敷 貴紀 幹事 

委員会報告 

① 例会出席報告 

② ニコニコ箱 ﾛｰﾀﾘｰ財団 本日の寄付報告 

19:30  米山奨学生 卓話（１０月米山月間） 

「マレーシアから来た留学生 

 日本での大学生活を紹介」 

曽 則為（チャン・ザ・ウェイ）くん 

マレーシア ペナン島 出身 

福井工業大学 3 年生 

工学部機械工学科自動車ｼｽﾃﾑｺｰｽ 

     同行地区委員：市橋真紀 様（福井北 RC） 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

令和３年１０月１１日（月）第 2052 回例会 

＜12：30 開会点鐘 小松屋 お食事あり＞ 

感染状況によって、変更あり 

企業ＰＲ例会 ③ 

ＰＲ者：小見山会員 下田会員 杉本会員 

令和３年１０月１８日（月）第 2053 回例会 

＜19：00 開会点鐘 丸岡城のまちコミセン＞ 

企業ＰＲ例会 ④ 

ＰＲ者：金会員 瀬野会員 竹内会員 

 

 

 

 

令和３年１０月２５日（月）第 2054 回例会 

＜12：30 開会点鐘 小松屋 お食事あり＞ 

感染状況によって、変更あり 

委員会の日 ② 

今後の予定  

幹事報告  

≪ガバナー事務所より≫ 

①RYLA についてアンケート協力願い 

②ロータリー・リーダーシップ研究会パートⅡ案内 

③「世界ポリオデー」に向けてポリオ根絶活動募金願い 

令和３年１０月４日発行 

～創造を もっと素直に。もっと楽しむ。～ 

ＭＡＲＵＯＫＡ ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ 

丸岡ロータリークラブ会報 

 

県下ロータリークラブ全て、ビジター受付はありません。 

ビジター受付のみ実施日    詳しくは https://rid2650-pub.com/ 

 

企業ＰＲ例会の担当者は「あいうえお順」です。

ご欠席の予定の場合、ご自身で交代をしていた

だきますようにお手配お願い致します。 

また、その旨を事務局にもご一報ください。 



 

 

  皆さん、こんにちは。本日の例会は、委員会の日ということで、テーマを「インターン

会員制度について」と指定させていただき、グループに分かれて討論していただきます。

ガバナー公式訪問の理事懇談会で、馬場ガバナーより、京都さくらＲＣでインターン会

員制度を制定して４名の受け入れをしたと、お聞きしました。 

本日皆さんでディスカッションいただきご賛同いただけたなら、後日理事会で諮ってい

きたいと思います。では、よろしくお願いします。 

柿木 満雄 会長挨拶                         ９月２７日（月） 

上屋敷貴紀幹事より 趣旨説明「インターン会員について」 

お手元の資料は、京都さくらＲＣで 2019 年より運用されているインターン会員について

の細則です。 

京都さくらＲＣでは、2019-20 年度に 2 名受け入れ後、そのまま正会員へ、2020-21 年度

も同じく 2 名受け入れ後、正会員として入会しました。計 4 名の入会で現在 28 名のクラ

ブですので、会員増強においては、非常に効果的であったと思います。 

 

ディスカッションして頂きたいこと 

①インターン会員制度の良い点と悪い点 

②仮にこれを丸岡ロータリークラブに導入

した場合に予想される問題点。 

③話し合いの最後に、現時点でこの制度に

賛成か反対かの決をとる。 

＜参考資料：さくらＲＣ インターン会員 細則  一部抜粋＞ 

「I会員」  

第 1条 京都さくら RCの会員の種類は「正会員」と「名誉会員」(京都さくら RC定款第 1 0 条第 2節)であるが、インターン会員(以

下「I会員」という)を分類して新しく設けるものとする。「I会員」とはロータリーライフをはじめ当クラブの良さを理解し

てもらう事を目的とし暫定期間を定め試行期間を認める制度とする。 

「入会」と「承認」 

第 2 条 I 会員になろうとする者はその年度の会長、幹事、又は増強委員長に申し出て、正会員と同じ入会手続きを経なければなら

ない。 I会員の試行期間は「1年間」とする。 会員は入会後、1年を満了する 2カ月前までに「正会員になるか」、「退会

するか」の意思表示を会長、幹事、又は増強委員長しなければならない。 

「入会金費等」 

第 3条 ①入会金は 3 0 , 0 0 0 円とし、入会時にその半額 1 5 , 0 0 0 円を徴収し、 残余の半額 1 5 , 0 0 0 円を入会日の属す

る半期の次の半期の開始までに徴収する。 

②会費等は以下の通りとする。 

1)年会費 \ 0 ・例会日(食事) :随時出席時に徴収する。 2)地区分担金等:分担金(ＲＩ人頭分担金・正会員地区資金分

担金・1M分担金・青少年交換特別資金分担金)は正会員と同じ金額を徴収する。また、ガバナー月信費・ロータリーの友購

読料・賛成会費・米山普通寄付金も正会員と同様に徴収する。 3）米山特別寄付金(普通寄付金除く)、ロータリー財団、

ニコニコ箱等の寄付は任意に努めることとする。 4)「I会員」期中に正会員になった場合、1会員が正会員となるための

入会届を提出した当日から 3 0 日以内に、所定の諸会費等から既払い分を控除した残額を支払わなければならない。 

「資格等」 

第 4条 名誉会員以外の正会員と同じとし、国際ロータリーの資格を有し、権利権能において差が無い事とする。 

「出席」 

第 5条 I 会員はさくら RC例会(自クラブ)に月 2回以上出席しなければならない。 

「改定」 

第 6条 本規定の変更等は規定審議会の議決を経た上、理事会において承認される。 

「その他」 

第 7条 本「I会員」について記載ない事項については京都さくら RC定款、細則によるものとする。 

委員会の日 ①                 ９月２７日（月） 



  

 司会進行 記録係 メンバー

前川正智 海道 小見山　下田　柿木　八百山

①メリットと
　デメリット

②問題点

・誘いやすくなる。　　・会員を集めやすくなる。
・チャレンジになる。　・会費が無くてもコストはかかるが大丈夫か？
・質の低下を懸念する。

・インターン制度を選ばない方法もある（いきなり入会）。
・女性会員は昼の方がでやすいのでは？（お試しでやってみては）
・推薦者がちゃんと説明すべきことで、お試しはどうだろう？
・「厳しさ」「ロータリーらしさ」「魅力」が薄れる。

Ａグループ

司会進行 記録係 メンバー

三寺 岩田 林田千之　山岸　山下　杉本

①良い点

①悪い点

②問題点の解決につ
いて

・入会への間口が広がる。　　　　　・会費が安くて入りやすい
・正会員が増えやすくなる。
・ロータリーを説明する機会がなかなかないため、インターンでロータリーを理解できる。

Ｂグループ

・入会してもらいたいため、インターン会員に気を使い過ぎてしまう。
・１年だけで辞めてしまうと、逆に悪いイメージがあるのではないかと正会員が減ってしま
う可能性がある。
・本当にロータリーを理解している人が入会した方がよい。
・安売りしている感覚がある。

・苦渋の策で入会してもらうための試みなので、仕方がない。
・ロータリーをきちんと理解してインターンで入会してもらう。
・ロータリーを理解してもらうためであれば、例会の内容や、会員自身がしっかりしている
必要がある。
・入会金や分担金をもらわずに、参加してもらえばよいのではないか。

司会進行 記録係 メンバー

竹澤 上屋敷 南利明　　釣部　林田恒正　東角　水﨑

①良い点

①悪い点

②予想される問題点

その他　意見

Ｃグループ

・会員増強になる。　　　　　・入りやすい

・敷居が下がる　　　　・増強のための努力が足りない
・入会期間を決めないと、期をまたいでしまうとわかりにくくなるので募集期間を定めた方
がよい。

・月2回も出席できるのか？例えば、月1回でも認めるようにする。
・制度を作っても運動しなければ意味がない。
・今後の入会者が全てインターン会員経由になってしまうのではないか。

・インターン制度ではなく、新入会員の１年間を緩和すればいいのでは？
・会員が行動をおこさなくては制度を作ってもいみがない。
・本質的な会員増強意識をかえなくてはいけない。

Ａ Ｂ Ｃ 合計

賛成 5 4 2 11

反対 0 2 4 6

棄権 1 1 2

合計 6 6 7 19

現時点で、 
インターン会員制度

について 
賛成 or 反対 



 

丸岡ロータリークラブ 
会員数：３１名 例会場：丸岡城のまちコミュニティセンター  例会日：毎週月曜日19時 00分  

事務局：〒910-0251 福井県坂井市丸岡町一本田福所 22-24-3 東角建設(株) ２F  

    （月）14時から 18時（火～金）13時～17時  

TEL 0776-67-0410 FAX 0776-67－4811 E-mail webmaster@maruoka-rotary.com 
公共イメージ委員会 理事－東角 操 会報委員会 委員長－川上純幸 副委員長－東角 操 

委 員－竹吉 睦 前川正智 

 

表 彰                              ９月２７日（月） 

委員会報告                    ９月２７日（月） 

水﨑 大正時代のはじめに三国－芦原－北潟－吉崎－大聖寺を結ぶ吉

崎鉄道の計画があったそうです。昭和 3 年に敷設許可がおりて

吉崎地区で着工したが、折からの不況のため、すぐ工事は中止

になってしまったそうです。昨日、途中で工事を放棄した吉崎

鉄道をたどるウオーキングに参加してきました。それにしても

湖岸を走る鉄道とはなんとロマンのある路線ではないでしよ

うか。計画断念を残念に思いました。 
 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １２名 
南利明 林田千之 下田 林田恒正 水﨑 柿木 上屋敷 
竹澤  岩田   八百山  海道 南勝文 
◆米山奨学会◆     寄付者  １２名 
南利明 林田千之 下田 林田恒正 水﨑 柿木 上屋敷 
竹澤  岩田   八百山  海道 南勝文 

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 9 月 27 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 19,000 円 181,000 円 563,500 円 

ロータリー財団 18,000 円 129,100 円 

米山記念奨学会 18,000 円 124,000 円 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １５名 

柿木会長  今日の例会はインターン会員制度についてで

す。いろいろな意見をお願いします。 
上屋敷幹事 本日委員会の日です。よろしくお願いいたし

ます。 
林田千之  「月影の 至らぬ里は なけれども 
        眺むる人の 心にぞすむ」 法然上人 
下田    少し涼しくなってきました。 
林田恒正  10 月からコロナ対策の緩和を願っています。 
山下    このままコロナが終息することを祈念して。 
東角    天高く馬肥ゆる秋 皆さんたくさん食べて元

気になりましょう！ 
三寺    今日の例会で丸岡ＲＣの将来が明るくなると

思います。 
竹澤    皆様お久しぶりです。よろしくお願いします。 
岩田    本日もたくさんのご寄付ありがとうございま

した。 
八百山   本日も宜しくお願い致します。 
前川正智  本日もよろしくお願いします。 
海道    本日もよろしくお願いします。 
南勝文   本日も皆様御苦労様です。 
 

◆出席報告◆  出席委員会  

例会日 会員数 出 席 
届有

欠 
届無欠 

出席免除者 

欠席 
例会出席率 

9/27 ３１ ２０ １１ ０ ０ 64.52% 

 

ロータリー財団より 

ポールハリスフェロー  
PIN＋5（寄付累計額 6,000＄以上） 

    釣部 勝義 会員 


