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＊８月のプログラム予定＊

＊本日のプログラム＊ （7月25日）
１．会長の時間
２．幹事報告
３．委員会報告
４．スマイルカード
５．内部卓話 藤本博和会長、河村正一会員
「国際大会(リスボン)の報告」
６．出席報告

第

回例会

平成

1日 会員増強フォーラム 末宗為十委員長
8日 外部卓話 柳ヶ浦高校インターアクトクラブ
「ＩＡ年次大会の報告」
15日 休会
22日 公式訪問前クラブ協議会 秋吉ガバナー補佐来訪
29日 内部卓話 宮本順二会員

年

７月１８日

の記録

開会点鐘
 ソ ン グ

四つのテスト

 ゲ ス ト

なし

 ビジター

秋吉 実ガバナー補佐(杵築RC)、田原和己君(2640地区イークラブ オブ サンライズジャパン)

会長の時間

藤本博和会長

皆さんこんにちは、3回目の会長の時間が参りました。

に病院に行きます。昔はもっと土の付いた物を食べて

先日冨田江里子さん訪問の件では、宇佐ロータリー

いた記憶があります。懇親会の時、冨田さんが畳の上

での卓話、例会後の柳ヶ浦高校看護学科での4，5年生

に落としたジャガイモを即座に拾って口の中へ入れて

への講演会、又夜の冨田さんを交えての懇親会、翌日

「大丈夫よ」と笑って私を見たのが印象的でした。警

かんぽでのお見送りが皆様のご協力により無事に終わ

鐘とか免疫性を含めて冨田さんは色々なことを教えて

ったことを感謝いたします。

くれたのではないでしょうか。

冨田さんの話の中で、先進国への警鐘として抗菌剤

柳ヶ浦高校での生徒さんたちの始めと終わりの規律

や防腐剤で本来持つ人間の強さや免疫性が損なわれか

正しい一糸乱れぬお辞儀は、久しぶりに見る光景でし

けているとのことは、考えさせられたところでありま

た。私たちが忘れかけていた規律が学校には残ってい

す。私にも孫がいますが、ちょっと病気をすればすぐ

ることを改めて感心させられた次第です。

事務局
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本日は五大奉仕委員長の方針発表がありますので手
短に話します。

3）前年度の決算報告書を配布しています。
4）7,8,9月分会費の口座振替を7月25日(木)に実施し

先日世界大会でリスボンのロカ岬（大陸最西端の地）
へ行きました。日本でも先ごろマダニの被害について
話題になっていますが、この写真を見てください。ま
さに私がロカ岬で噛まれたマダニです。部屋に帰りシ
ャワーを浴びていると、足に引っ掛けたような傷があ

ます。口座残高のご確認をお願い致します。
６．欠席連絡
砂山正則会員、西中孝生会員、和田久継会員
７．本日の当番
川端克弥会員、河村正一会員

るわけです。もしかしたらと一度見てみると、ダニだ
ったんですね。私は大した事はないと思ったのですが、
念のために同室の友に写真を撮ってもらい、もし熱が

ガバナー補佐挨拶

出たらこれに噛みつかれたと言ってくれと頼みました。

大分第二グループ 秋吉 実ガバナー補佐(杵築RC)

ツアーの中に元熊大の保健科の小野先生がいらしたの

本日は赤山ガバナーからのメッ

でみてもらうと、これは大変よと言われました。翌日

セージと地区の基本方針をお伝え

からマダニに勝った藤本と言われました。日本に帰っ

しに参りました。一年間どうぞよ

てからも小野先生から電話を頂き、新聞に熊本県でも

ろしくお願い申し上げます。

死者が出ているとのことで家内も心配をしておりまし
たので、病院へ行く羽目になりました。そこで先生に
感染したら治療や薬はない、あなたは運が良かったと
言われて青くなりました。皆さんも森や雑草地に行く
時はご注意ください。動物の体温や二酸化炭素を察知
して落ちて来て寄生するらしいです。私の足の中には
まだダニの足が３本残っており、逆なでするとチクチ
クします（先生が取ってくれないのです）。私はたま
たま運が良かっただけらしいです。皆さんも被害に遭
わないように参考になれば幸いです。

幹事報告

本庄伸子幹事

１．来信
1）ガバナー事務所より「出席率の算出について」
2）米山記念奨学会より「ハイライトよねやま」
２．例会変更
宇佐八幡RC：8/2(金)は、19:00～「ステーキハウス
R10」に変更；納涼例会の為
中津平成RC：8/8(木)は、18:30～「ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾗｻﾞ中津
ホテル」に変更；夜間例会の為
＜休会＞ 中津RC(8/14)､中津平成RC(8/15)､宇佐八
幡RC(8/16)､湯布院RC(7/31・8/14)､竹田RC(8/13)
３．週報受理

宇佐2001RC

４．理事会報告

なし

５．お知らせ
1）各委員長さんは活動方針の提出をお願い致しま
す。＜期限を7月中に延長します＞
2）本日例会終了後、定例理事会を開催致します。
役員・理事の方はお残りください。

す。2640地区にあります。よろしくお願いします。
藤本博和会長：本日は五大奉仕委員長の年度方針発表
よろしくお願いいたします。
本庄伸子幹事：秋吉ガバナー補佐、本日は暑い中おつ
かれ様です。よろしくお願いします。
石部幸二会員：昨年度の会計監査が終り、ほっとして
おります。広瀬会員、新開会員、和田会員、臼杵会
員、秋野さん大変お世話になりました。
末宗為十会員：暑中お見舞い申し上げます。
住本憲彦会員：職業奉仕の為早退させていただきます。

ニコニコ累計

６１，０００円

内部卓話
「五大奉仕委員長 年度方針発表」
職業奉仕

是永潤一委員長

まず、職業奉仕の考え方は、ロ
ータリークラブ発祥時において、
職業人同志が「友和」をもって意
思疎通を計ったことからスタート
しました。「職業」とは、命をつ
なぐ大切な原点行為であり、社会
の中にとても不可欠なものであり
ます。私たち職業人は「四つのテスト」にかなう自身

委員会報告
◎石部年度決算報告

の生業をますます充実させることが、ロータリアンと
会計 廣瀬辰彦会員

しての意義、すなわち職業奉仕といえます。
今年度活動としては、

遅くなりましたが、石部会長年
度の決算報告書ができましたので、

一、第3週例会においての「四つのテスト」の唱和。

会員の皆様へ配布のとおりご報告

二、内部・外部卓話による職業意識の向上。

致します。（拍手で承認）

三、職場訪問による勉強会の実施を10月頃予定。
どうぞ、ご協力を宜しくお願いいたします。

◎石部年度監査報告

監査 新開洋一会員
国際奉仕

7月16日に石部会長年度の会計

藤林鋭司委員長

今年度藤本丸も第三週目となり、

監査を行いました。会計帳簿およ
び収支決算書につきまして、帳簿

順調な滑り出しをしており、おめ

並びに領収書等、関係書類に基づ

でとうございます。
今年度は第一に、オーストラリ

き監査の結果、会計基準に則り適
正に処理されていることをご報告致します。

ア『モリアルタロータリークラブ
との友好締結延長調印式』の年度
となり、我々宇佐ロータリークラブが訪豪する年度に

スマイルカード

宮丸龍昭委員長

当ります。

秋吉実ガバナー補佐：一年間よろしくお願いします。

１８年前、退会されました松本保前会長の年度より

田原和己君(ビジター）：イークラブ サンライズ オ

継承されて来た国際交流を今年度も全力を尽くして未

ブ ジャパンの田原です。インターネットクラブで

来へつないで行こうと思います。

また、今年度は偶然にもシドニーで【ＲＩ国際大会】

活動に気軽に参加し、クラブの活性化が図られるよう

が6/1から開催されることから、調印式と合わせてプ

努力したいと思います。藤本会長のもと、クラブ奉仕

ランニングして、より多くの参加者を募りたいと思い

委員長として、また副会長として、クラブ奉仕の各委

ます。よろしくご協力お願い致します。

員の方々と各委員会の充実とクラブの発展の為、会の

それから、先ほども話がありましたように、冨田さ

活性化を図ると共に会長をサポートし、全力を挙げて

んへの支援金につきましては、昨年度の資金も若干残

取り組みます。とは言うもののまだ勉強中の身でござ

っており、これと地区の補助金を申請中で御座います

います。会員各位のご指導、ご協力よろしくお願い致

ので、それを活用して、さらに支援をしていこうと、

します。

今年度までは継続して行くという方針で有りますので、

◇ ◇ ◇

どうか一つ宜しくお願いいたします。
（佐々木SAA）
新世代

斉藤順一委員長

山井社会奉仕委員長が急用が出来早退しましたので、

6月13日に新世代委員会を開き

社会奉仕委員会の年度方針は次回としますが、時間が

まして、今年度の活動案を作成し

余りましたのでロータリー情報をお願いいたします。

ております。
新世代委員会は、ロータリーの

【ロータリー情報】

磯永喜八郎委員長

アシストによりインターアクト次

ロータリー情報を今年度承りましたが、私ももう80

世代のリーダーをはぐくみ、奉仕

を過ぎまして多少なりとも人生経験をしておりますし、

活動を通じて素晴らしいクラブへと、長期プログラム、

お寺さんとも何人かお付き合いをしておりますので、

継続事業活動を皆様と一緒に推進していきたいと考え

ロータリーことや、仏教の教え、人生色々と経験した

ています。

こと等を少しずつ話してゆきたいと思います。どうい

活動内容は、1番目に柳ヶ浦高校インタアクトクラ

う話になるか判りませんが、とにかく相手の気持ちを

ブへのサポート。具体的には

察して、相手の気持ちになって話をすれば、必ず心は

１）年次大会へのロータリアン参加交流。２）例会へ

通じると思っています。

の出席交流。３）奉仕活動への共同参加。４）募金活
動。５）卒業生への記念品授与
2番目として、中学生対象の課外授業。具体的には
ロータリアンによる一年生対象の先輩に学ぶ授業。

出席報告

出口幸太郎副委員長

第2262回（7月18日）

今年度は会長の強い意志と藤久保副委員長の力添え
もありまして、インターアクト生も14、5名のメンバ

会 員 総 数

ーになっております。また新しく顧問となった井上先

（内出席免除 ）

生、大谷先生も大変やる気がありますので、その先生

出

を軸に必ず月1回の例会を開催すること、そして今年
度の活動プランを決めて貰っています。・・・・生徒
の意向等で追加の活動もあると思いますが、それらに
対応できるように、サポートしていく一年間としてい
きたいと思いますのでどうぞ宜しくお願いいたします。

席

33名
0名

数

28名

（ 内 事 前 M U）

2名

欠

席

数

5名

出

席

率

８４．８５％

事前MU
藤久保茂己会員（インターアクト例会)

クラブ奉仕
「クラブ奉仕」は、クラブを円

臼杵 確委員長

米澤哲也会員（宇佐八幡RC）
欠席者

滑に機能させるために、四大奉仕

小野田義文会員、辛島光司会員、砂山正則会員

委員会を除く各委員会の活動の全

西中孝生会員、和田久継会員

てが含まれます。ですので、クラ
ブ奉仕分野の各委員会を通じて
「和」を心がけ、会員がクラブの

閉会点鐘
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