
第253地区鶴周ロータリークラブ第1535回例会会報1989（平1・12・12）（天候雨）

例会場　鶴岡市馬場町　産業会館5階ホール　　例会日　毎過火曜日　午後12：30～1‥30

出席報告：会員88名　出席65名　出席率77．33％　前回出席率76．00％　修正出席数71名　確定出席率86．67％

姐旦」阜）
高橋良士君

1．サンフランシスコ地震に対するRIからの義

援金協力

先週の幹事報告で申し上げました様にRIの

要請により、全員一名につき1，000円のめどで

サンフランシスコ地震義援金をRI日本支局へ

送金することとなりましたので、お一人1，000

円の御協力、何卒よろしくお願い申し上げます。

2．本日の例会は本年度クラブ計画の課題でもあ

ります。ロータリーを理解していただくために

特に新入会員のためのクラブフォーラムを開催

いたします。主催はクラブ奉仕役員会でござい

ます。

3．本日例会修了後13時40分より第3回クラブアッ

センブリーを行います。協議事項は前年期の活

動進行状況の報告であります。

いよいよ師走となりまして、庄内の初冬の風

物詩、松の勧進の”ほら貝”の音を聞きますと、

やはりあわただしさを感ずる今日この頃でござ

いますが、次の例会はロータリー年中行事の最

大イベントでありますクリスマス家族会を開催

いたしますので、どうぞ御家族おそろいで多数

の御出席を心よりお待ちいたしております。

（幹事報岳つ
佐々木吉吉彦君

◎　来信・通知
①12／6　ロータリー財団奨学生の募集につ

いて　ガバナー事務局

クラブ締め切り　1990．4．30．

地区締め切り　　1990．5．31．

選考期日　　　　1990．7．

②12／6　ポリオプラス表彰確認依頼

ガバナー事務所

③12／6　ロータリーの友12月号

ここが見所　ガバナー事務所

④12／6　ロータリの友部数変更

1990年ダイアリー・カレンダーに

ついてお原臥＼

ロータリーの友事務局

⑤12／8　電力情報No，47（東北電力概況89）

東北電力

⑥12／8　クリスマス家族会案内

亨言三＿ミ‾≡∴∴∴∴∴
萱芸も5。芸、芸時代の級慧霊名字地霊にバ；誓警芸孟宗孟三言完ると、いい年の娘が普
曹　いるのは16名と結構多い方かもしれない。　　いるんだがまだ片づかない（こんなことをい　薯

曹　3年前から地元在住者で年3回同級会をやり、　うと目くじらをたてられるかも）という話もで薯

－　‾二一　二三ノ≧ノ＝いこご表芸羞雲芸諾墓笠苦言三言：、孟芸墓芸書
の場としてはもってこいの場である0　　　薯

よきものに触れ、自分を知る　－ロータリーの粛蘭の理解と実践を－



会長・幹事宛　鶴岡西RC
⑦12／9　会報到着　東京RC

⑧12／11PHD教会会報

◎　例会変更
鶴岡西RC12／22（金）クリスマス家族会の為

場　所　グランド・エルサン

点　鐘18：30

登録料　￥6，000

温　海RC12／18（月）クリスマス家族会の為

場　所　温海グランドホテル

点　鐘18：00

登録料　￥6，000

新年会並びに例会1000回記念の為

日　時1／8（月）点鐘18：00

場　所　滝の屋旅館

登録料　￥4，000

酒田中央RC12／22（金）クリスマス家族会の為

日　時12／24（臼）点鐘17：00

場　所　ホテル・リッチ酒田

登録料　￥5，000

12／29・1／5は年末年始の為休会

◆　ク　ラ　ブフ　ォ　ー　ラ　ム　　◆

今日はクラブ奉仕委員会担当のフォーラムでご

ざいます。

皆様ご承知の通り、クラブ奉仕委員会は、SA

A、親睦、出席等12の委員会がございます。その

中から昨年は会員増強について討論を行いました

が、今年度は新入会員の方も非常に多くでござい

ますのでロータリー情報についてのフォーラムに

したいと思います。よろしく御協力をお願いしま

す。
ロータリー情報とはロータリーに関する知識、

あるいはルールという意味と思います。したがっ

てこの委員会は会員にロータリアンとしての必要

な知識を授けるのが任務と思います。

人に教えるのには、まず自分が知らねばならず、

学ばなければなりません。そのため、この委員会

はクラブ内のベテランで勉強家の方が選ばれてお

ります。

この委員会が3の1、3の2、3の3と三年委

員制をとっているのは継続的な知識が必要だから

でございます。

今日のフォーラムにより会員の方々が少しでも

ロータリーの正しい知識を身につけロータリーを

理解することによって、国際ロータリーのテーマ

「EnJOy Rotary」に一歩でも近付ければ幸いと思

います。

それではロータリー情報委員長佐藤元伸さんに
バトンタッチ致します。

ロ1タリー情報委員長　　佐藤元伸君

12月11口の夜、市内のレストランにてワインを

囲み、新穂先輩のご参加を得て、本日のクラブフォ

クラブ奉仕委員長　　佐藤　　衛君

－ラムのテーマにつき勉強会を開催致しました。

その内容を本日ご報告申し上げます。

新穂君より………ロータリー用語について

佐藤君より………会員の身分について

三井君より………当クラブでの出席の取り扱い

について

それぞれご説明して頂きます。それではよろし

くお願い致します。

ロータリー用語

新穂光一郎君

直前情報委員であります新穂です。新しい会員
の皆さんの参考になれば幸いです。

Charter

加盟認証状

Charter MembershlP

創立会員
Active Member

正　会　員

Addltional Active Member

アデショナル会員

Senior Active Member

シニア会員　古参会員

DIStrict Governor

地区ガバナー

Past Governor

バスト・ガバナー

Group Representative

分区代理
Governor Nomlnee

被指名ガバナー



Governor Elect

被選挙ガバナー

RotaryInternational（R．Ⅰ．）

国際ロータリー

Intercity GeneralForum（I．G．F．）

都市連合一般討論会

Intercity Meeting（I．C．M．）

都市連合会

Banner

クラブの旗

Interact Club（Ⅰ．A．C）

入会者14～18歳の若人もしくは高校生のクラブ

Rotaract Club（R．A．C．）

入会者18～28歳の青年もしくは大学生のクラブ

Group Study Exchang（G．S．E．）

研究グループ交換

Health．Hunger．Humanity（3H）

健康増進飢餓追放人間性尊重

Paul Harris Fellow

RI財団に1，000ドルを寄付した人

Polio Plus

小児ワクチン供与と接種活動推進計画

Rotary Youth Leadership Awards（R．Y．LA．）

青少年指導者養成プログラム

Sergeant At Arms（S．A．A．）

会場監督
Smile Box

例会スマイル時の寄金箱

District Assembly

地区協議会

District Annual Conference

地区年次大会

International ConventlOn

国際大会
Make Up

本クラブ例会欠席の補填

InternationalYouth Exchange

国際青少年交換

AppllCation

申　請　書

Guarantee Form

保　証　書

Club Officers

クラブ役員

The Rotarian

国際ロータリーの機関紙

Revista Rotaria

スペイン語の機関紙

Monthly Letter

ガバナーの月刊紙

Multi District

多地区（広域地区）

Counselor

相談役　顧問

Sponsor Club

後援・保証クラブ

Host Club

受け入れ・主催クラブ

Board Directors

理　事　会

Per Capita Dues

人頭分担金

World Community Service（W．C．S．）

世界社会奉仕

Fireside Meetlng

炉辺談話会

Scholarship

奨　学　金

Vocational Service

職業奉仕
Communlty Service

社会奉仕
International Service

国際奉仕

Orientation

説　明　会

Moderator

調節者・司会者

会員の身分について

佐藤　　忠君

情報委員の佐藤です。詳しくは定款第5条に書

いてありますが、会員の身分について資料にまと

めてみました。

○会員の資格条件

善良なる成人であって、職業上良い世評を受け

ている者によって構成

○会員の種類と条件

（1）正会員・アディショナル1［会員

（2）シニア・アクチブ会員

（3）バスト・サービス会員



（4）名誉会員

クラブが推薦（1名）

（かつて他クラブの正会員であった者）

J　…同職業分類会員の承諾…

推薦（1名）（丙）アディショナル

正会員

（甲）正会員　…………→（乙）アディショナル

同職業分類

シニア　アクチブ会員

（自動的）

正会員

会員暦15年　一一

会員暦10年　60才

会員暦5年　65才

ヾスト　サービス会員…該当職業分類の

職をやめた時

○二重会員の禁止・二以上の宗教、報道機関、外

交官の会員について（詳しくは定款第5条参照）

出席についての原則
三井　　健君

当クラブの出席についての原則を知って頂きた

いのでお話しします。

0「出席」成立条件

例会充当時間（当クラブは1時間）の60％以

上出席していることが必要。メイクアップの場

合も同様。
。他クラブへのメークアップの条件

本クラブ例会は火曜日でありますので、前週

の水曜日から、例会翌週の月曜日までの間にメ

イクをしなければいけないことになっています。

尚、ガバナーの主催による会合に出席した場合

はメイクアップ扱いになります。

。会員資格の終結について

・例会に連続4回出席しなかった場合

・前期（7月～12月）または後期（1月～6

月）のメイクアップを含めた出席率が60％

に満たない場合
・前期または後期の所属クラブ例会へ30％以

上の出席がない場合
。シニアアクチブ会員の出席

・ひとつまたはいくつかのロータリークラブ

で通算20年以上の会員で65才に達してる者
・ひとつまたはいくつかのロータリークラブ

で15年以上の会員で70才に達している者

上記の条件を満たす会員は、書面で出席免除

の希望をクラブ幹事に提出すれば、出席が免除

となります。

（阜員会報告）

（旦≡ブ資料委員套つ
富田利信君

0クラブ資料の保存の期間、細則をロータリー会

報第1534回の通りに決定しました。
。委員長作成の資料は事務局に提出頂きます。

写しを事務局でとりご返却致します。

（国際青少年交換委員套〕
荒井宏明君

アーレン・マッキーさんが1月中旬帰国予定で

12月23日（土）にフェアウェルパーティーを開催

します。

時　間12：00～14：00

場　所　産業会館4F会議室

登録料　￥2，500

ぜひ多数のご参加を御願い致します。

（高睦委員阜〕
中沢　　進君

12月19日（火）クリスマス家族会は150名強の

参加予定です。

18：00点鐘ですのでよろしく。

（jマイ　元〕

三井賢二君12月5日、大東亜戦争の勃発の

地、パールハ1バーにて48年前

を偲んで感激致しましたので。

富田利信君　NHKのチャリティーバザール

が12月9日盛況のうちに終了

30万の寄附をすることができま

（阜ジ　タ＿－）

佐　藤　詔　昭（鶴岡西RC）

小　池　泰　弘（　′′　）

阿　部　興　二（鶴岡東RC）

短　　縮　　例　　会


