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＊８月のプログラム予定＊

＊本日のプログラム＊ （8月1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．会員増強フォーラム
末宗為十会員増強委員長
６．出席報告

会 長

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

平成

年
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の記録

開会点鐘
 ソ ン グ

それでこそロータリー

 ゲ ス ト

なし

 ビジター

なし

会長の時間

藤本博和会長

皆さんこんにちは。

また公務員の大規模な削減をするそうです。公務員は

今日は、リスボン国際大会が開催されたポルトガル

14か月分の給与をもらっていますが、夏期手当とクリ
スマス手当（約2か月分相当の給与）が2年間カットさ

についてお話しします。
ポルトガルは小さな国でリスボンの人口は65万人で
す。大きな産業がないことで、一生懸命働く人が少な

れることになり、先生や警察公務員までがストをして
いるとのことです。

くプロが少ない国と言われています。今年も最低賃金

そんなポルトガルの地で2013年ＲＩ国際大会が開催

が上がらず、１か月485ユーロ（約6万円）で、EU27

され、200か国2万人余りの人が集まることは、経済効

か国の中でもフランスの1300ユーロに比べると3分の1

果など考えると、その役割は大きく素晴らしいことだ

ほどです。ギリシャでも700ユーロです。財政危機の

と思います。

状況では、賃金を削り税金を上げるしかないのです。

事務局

またポルトガルの小学校では、日本の国旗はなぜ赤

〒872-0032 大分県宇佐市江須賀2999-2 (株)ユニックス内
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い太陽なのかということについて、ユーラシア大陸の
東の端で一番最初に日の出を見るところ（日が昇る国）
だからと教えられるそうです。日出づる国ジャパン、
そしてポルトガルにあるユーラシア大陸最西端のロカ

６．欠席連絡
是永潤一会員、佐々木正博会員、西中孝生会員
７．本日の当番
斉藤順一会員、佐藤憲三郎会員

岬に最後の夕日が沈むのです。
ポルトガルの歴史は12世紀にはじまり1755年11月1
日に大地震があり今の建物は250年前にほとんどが建

委員会報告
◎新世代委員会

てられてものです。

斉藤順一委員長

ジャカランダの花があり、これはブラジルを植民地

27日28日に第29回のインターアクト年次大会に行っ

としていた頃にブラジルより入ってきたものだそうで

てきます。最終的に柳ヶ浦高校からインターアクト生

ジャカランダとは、芯が強いとか匂いが強いと言う意

10名、顧問の大谷先生、引率の池田先生の12名。宇佐

味があるそうです。

ロータリーからは、藤本会長、本庄幹事、末宗会員、
幡手会員、藤林会員、米澤会員そして私の7名。総勢
19名で行くことになりました。柳ヶ浦高校に8時に集

幹事報告

本庄伸子幹事

合して、熊本へ向けて行って参ります。

１．来信；回覧
1）2015～’16年度ガバナーノミニー候補について
（小山ガバナーエレクトの次の方）
2）米山奨学生の卓話派遣日程について；11/14予定
3）第12回ロータリー日韓親善会議のご案内
２．例会変更
杵築RC：8/15(木)→8/10(土) 早朝6時～に変更；青
延神社清掃の為

スマイルカード

宮丸龍昭委員長

藤本博和会長：河村さん国際大会報告よろしくお願い
します。冨田さんの講演の記事が大分合同新聞に載
っていました。
本庄伸子幹事：本日の卓話、弥次喜多道中楽しみにし
ています。

中津中央RC：8/13(火)は休会

河村正一会員：卓話させて戴きます。

※別府市内、大分市内の各クラブの例会変更内容及

佐藤憲三郎会員：熱中症にお気を付け下さい。水分だ

び休会の確認は事務局まで。
３．週報受理
宇佐八幡RC、豊後高田RC、くにさきRC
４．理事会報告
1）８月のプログラムについて承認致しました。

けでなく、塩分・糖分も一緒にとって下さい。今日
は二人のポルトガルの話を楽しみにしています。
末宗為十会員：先日のゴルフコンペでは参加の皆様に
大変お世話になりました。
石部幸二会員：先日は宮丸会員に大変お世話になりま

1日 会員増強フォーラム 末宗為十委員長

した。藤本会長、河村会員、世界大会のお話し楽しみ

8日 外部卓話 柳ヶ浦高校インターアクトクラブ

にしています。津々良会員に写真をいただきました。

「インターアクト年次大会の報告」

津々良洋一会員：新年度始まり、雑誌会報でバタバタ

15日 休会

して遅くなりましたのでまとめて。①藤本年度おめ

22日 公式訪問前クラブ協議会

でとうございます。②16年皆勤バッチ頂きました。

秋吉ガバナー補佐来訪
29日 内部卓話 宮本順二会員
2）予算案について承認致しました。＜本日配布＞
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。＜7月中厳守＞
2）会員宅の初盆は、8月13日(火)にお参りに行きま
す。時間と集合場所は決定次第ご連絡致します。

③雑誌会報では秋野さんに１年お世話になります。
④先日藤本会長に職業奉仕していただきました。
おかげで明るく、涼しくすごせます。
斉藤順一会員：7/27、28日インターアクト年次大会に
19名で参加してきます。ありがとうございます。
宮丸龍昭会員：先般のコンペに参加いただいた会員の
皆様、暑い中大変ありがとうございました。又次回
もよろしくお願いします。

藤久保茂己会員：高校野球今年も期待に応えられませ
んでした。ありがとうございました。又今回のイン

内 部 卓 話(2)
「リスボン国際大会の報告」

ターアクトの年次大会はよろしくお願いします。本

河村正一会員（報告）

日は職業奉仕の為早退させていただきます。

藤本和博会長（プロジェクター担当）

佐々木正博会員：中津祇園で休みます。松永さんSAA
お願いします。

ニコニコ累計

７６，０００円

内 部 卓 話(1)
「五大奉仕委員長 年度方針発表」
社会奉仕

山井辰夫委員長

社会奉仕委員会は、松永前委員

6月22日から27日の間、国際大会でポルトガルに行
って参りました。
まず、福岡空港で出発式を第2720地区参加者総勢27

長が大変頑張っていただきまして、

名で行いまして、アムステルダム経由でポルトガルに

奉仕活動への出席率が今までの中

向かいました。福岡空港には８時集合でしたが、7時

で一番良かったのではなかったか

半の一番乗りで着きまして、10時半に福岡を飛び立ち

と思いますが、私が引き継ぎまし

まして、アムステルダムへは時差が8時間遅れです。

て極端に参加者が少なくなったと

アムステルダムでは待ち合わせが約5時間ありました。

ならないように、皆様のご協力の程、宜しくお願いい

リスボンに着いたのが少し遅れまして11時半頃となり

たします。それで早速花壇の手入れをしたいと思いま

約24時間かかりました。前回の国際大会のマイアミに

すが、今は暑いですので、少し気温が下がってから行

ついたのが24時間で丁度同じくらいです。

いたいと思っています。花を植えるのは9月の中頃を

翌日、朝6時半から日本人朝食会というのが例年催

予定していますが、草取りはされたい方も沢山おられ

されており、今年は田中作次ＲＩ会長の関係で1000人

ると思いますので、8月になってから一度実施したい

くらいが参加しており、私たちは夜遅く疲れていまし

と思います。またメルクスの桜並木の草刈り、市内の

たので、朝食会には参加はしませんでした。

小学校への図書の寄贈については、毎年同じ流れです
ので、今年も行いたいと思います。

開会式は会場が2万人位しか入らないため2回に分け
てあり、私たちは午後の部の４時からの開会式でした。
会場はドーム状で全てが木材で鉄骨は一切使っていま
せん、一番高い席から下までの高さは25ｍ位有り、私
たちはその一番高い席でした。・・・・・・
大会開会式のあとは日本大使館を訪問しましたが、
日本食が用意されていました。田中作次前会長も来ら
れたようですが、私たちが行く前に出られたようで、
直接会うことは出来ませんで、ほかの方では記念撮影
された方もおられたようです。
3日目にはシントラの世界遺産に行きましたが、
50cm位の大理石造りで中は非常に涼しくクーラーが
入っているようでした。・・・・・・
ユーラシア大陸最西端のロカ岬は断崖絶壁で非常に
風が強く、草むらに入って撮影しているときに、藤本
会長がダニに噛まれました。・・・・・・

国際大会会場

ポルトガル日本大使館訪問

旅のスナップ

ロカ岬

出席報告

米澤哲也委員長

第2263回（7月25日）
会 員 総 数
ドイツ
世界の
ロータリアンと
友人に

ウガンダ
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佐々木正博会員（インターアクト例会)
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