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＊９月のプログラム予定＊

＊本日のプログラム＊ （9月5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 ３分間スピーチ
「心に残るロータリー体験」
６．出席報告

会 長

5日 ３分間スピーチ「心に残るロータリー体験」
12日 内部卓話 藤林鋭司会員
17日(火) 赤山武興ガバナー公式訪問例会
12:30～ホテル清照
26日 内部卓話 小野田義文会員、出口幸太郎会員

平成２５年

８月２９日

の記録

開会点鐘
 ソ ン グ

手に手つないで

 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。

で信号柱を立てる仕事は、交通規制を行いながら１日

今年の夏は猛暑と雨が降らず大変でしたね。皆さん

に３本から５本をコンクリート打ちまで終わらせなけ

はいかがでしたでしょうか。夏バテなどしてないでし

ればいけません。警察、市、土木事務所、NTT、都市

ょうか？

ガス等と打ち合わせを行い、日程が決まっているから

我が社はお盆休みも返上して仕事をしました。その

です。天候とか条件とかで言い訳は出来ないわけです。

中で熱中症対策を最重点に置き作業に取り組んだので

問題ごとは即座に各部所に連絡を取り即解決策を取

すが、２名が熱中症の軽い症状にかかりました。頭痛

るのです。範囲は高田、杵築、別府、大分、玖珠です。

や手足のしびれを訴えていました。点滴と休息で事な

基本的に手掘りで地中から色々なものが出てきました。

きを得ましたが、職長には、作業時間を短くし水分と

（城壁、基礎、下水汚水、管路、交通標識）打ち合わ

休憩をこまめに取るように指示をしてありましたが、

せをし速結論を出すのです。社員の方は、ユニック車

太陽光と信号機の仕事は全く影がありません。交差点

にミニユンボと機材、ダンプには残土を積み暗くなっ

事務局

〒872-0032 大分県宇佐市江須賀2999-2 (株)ユニックス内
ＴＥＬ．ＦＡＸ：０９７８－３８－２３７０ http://www.usa-rotary.com/

てから汗と泥まみれになって帰ってきます。それから

為 ②9/26(木)→ 18:30～「ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾗｻﾞ中津ホテル」

明日の段取りをします。本当に頭が下がります。昨日

に変更；夜間例会の為

25本全部を立て終わりました。今日から装柱です。工

３．週報受理

期がありますから手は緩められません。事故の無いよ

４．理事会報告

うに完成させます。社員が頼もしく私も元気をもらっ
ています。やりがいのある職業奉仕になるでしょう。
さて、先日の秋吉ガバナー補佐のアドレスによるク

なし

1）9月のプログラムについて承認致しました。
5日 3分間スピーチ「心に残るロータリー体験」
12日 内部卓話 藤林鋭司会員

ラブ協議会では、一通りの形式を取ったために長い時

17日(火) ガバナー公式訪問例会(4クラブ合同)

間お付き合いいただき、皆さんありがとうございまし

12:30～13:30 ホテル清照

た。岩井先輩から15分延長のアドバイスを頂き、それ

26日 内部卓話 小野田義文会員、出口幸太郎会員

でも足りないくらいでしたが、皆さんは粛々とカリキ

2）会員選考委員長について、西中孝生会員の退会

ュラムをこなしてくれたことに対し感謝いたします。

に伴い、山上明宣会員を委員長とすることを承

また、秋吉ガバナー補佐質問および総評では、大先輩

認致しました。

方のロータリーや４クラブ合同ガバナー公式訪問のあ
り方に対する白熱した意見を聞き、何かしら凛とした

５．お知らせ
1）出欠等の回覧を致します。

思いがしました。まさに「ロータリーの原点を見つめ

①国際大会の登録状況 ②公式訪問例会

てロータリーを楽しむ」に通ずるものを、垣間見たよ

③会員増強・親睦委員会の夕べ(本日)

うな気がしました。重みのあるさわやかな気持ちにな
ったのは私だけでしょうか。

６．欠席連絡
是永潤一会員、住本憲彦会員、竹田 豊会員

宇佐ロータリーの皆さん今後ともよろしくお願いし
ます。

藤久保茂己会員、和田久継会員
７．本日の当番
津々良洋一会員、出口幸太郎会員

幹事報告

本庄伸子幹事

１．来信
1）ロータリーの友 ９月号；配布
2）ガバナー月信 第３号；配布

委員会報告
◎ロータリー財団

石部幸二委員長

地区財団からですが、今年度より恒久基金大口寄付

3）豊肥本線 各駅下車歴史文化の旅；配布

アドバイザーを設けて、大口寄付者を探しております。

4）地区米山記念奨学委員会セミナーのご案内；

各クラブにはアンケートがきており、大口寄付者のご

9/29(日) 13:30～16:00 宇佐ホテルリバーサイド

推薦をしていただける方を探しております。自薦他薦

5）米山ボックスについて（奨学生卓話時の特別寄

はかまいませんので、そのような方がおられればよろ

付のお願い）

しくお願いいたします。

6）米山梅吉記念館 館報
２．例会変更

◎会員増強委員会

末宗為十委員長

宇佐八幡RC：①9/13(金)→9/12(木) 19:00～「宇佐

本日午後７時から会員増強・親睦委員会をちよせさ

ホテルリバーサイド」に変更；観月例会の為

んにて行います。現在15名ほどの出席になっています

②9/20(金)→9/17(火) 12:30～「ホテル清照」に変

が、まだ余裕がありますので一人でも多くのご参加を

更；ガバナー公式訪問の為

お願いいたします。

中津中央RC：①9/10(火)18:30～「八面山荘」に変
更；観月例会の為 ②9/17(火)→9/18(水) 12:30～
「ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾗｻﾞ中津ホテル」に変更；ガバナー公式
訪問の為

◎プログラム委員会

河村正一委員長

次週例会プログラムは、３分間スピーチを入れてお
ります。「心に残るロータリー体験」ということで、

中津平成RC：①9/19(木)→9/18(水) 12:30～「ｸﾞﾗﾝ

５名ほどの卓話になると思います。諸先輩方が主にな

ﾌﾟﾗｻﾞ中津ホテル」に変更；ガバナー公式訪問の

ると思いますが、新会員にもしていただくかもしれま

せん。無差別にこちらで指名いたします。ロータリー

ちょうど一学年から四学年までそろったというかたち

で楽しかったことや、嬉しかったこと、為になったこ

です。東海大学の付属だったもので、先生は元選手ば

と、逆にロータリーをやめたいなとか、つまらんなー

かり、色んな種目の先生や教授がいました。

と思ったこと等、３分間でお話しいただければと思い
ますので、どうぞ心積もりしておいてください。

バレー部も北高の時は普通科でしたので一学年４人
くらいしかいなかったのですが、大学では一学年約30
人、一年生から四年生までだと約130人の部員がいま
した。12人がＡチームで試合に出られるのですが、練

スマイルカード

宮丸龍昭委員長

習の時はＡＢＣというランクに分けられ、Ａチームは

藤本博和会長：皆さん22日のクラブ協議会ありがとう

大体20人、それ以外がＢＣで50人ずつが練習をすると

ございました。宮本順二会員、本日の卓話よろしく

いう形で、Ａチームの20人以外はほとんど相手にされ

お願いします。

ないというものでした。北高がかなり厳しくて、前回

本庄伸子会員：宮本さん、卓話よろしくお願いします。

話したようにトイレ掃除の際もトイレを舐めさせられ

山井辰夫会員：藤本会長、お盆はお世話になりました。

たりしていました。大学も厳しかったのですが、帰る

末宗為十会員：今夜「ちよせ」さんにて親睦委員会と

ところが一人で先輩たちがいなかったので、すごく楽

会員増強合同懇親会参加の皆様よろしくお願いしま

でした。ただ１年生の時は、３年生４年生について体

す。宮本会員卓話宜しくお願いします。

育館に入る時は荷物を持たされ、体育館に入ったら必

藤林鋭司会員：佐々木会員が宇佐市消防本部から感謝

ず１時間のマッサージ、帰りにもまたマッサージをし、

状を授与されていました。おめでとうございます。

呼ばれたら夜中の２時３時でもアパートに行って用事

石部幸二会員：宮本会員、卓話よろしくお願いします。

を済ませるという、付き人みたいな生活をしました。

和田久継会員：初盆会にお参りいただきありがとうご

先輩たちが麻雀をする際も、タバコに火をつけたり、

ざいました。また、今回いいちこ紙パックの事件に

ラーメンを作らされたりしましたが、自分が４年にな

関して皆様にご心配をお掛けして申し訳ありません。

ると同じことを後輩にさせていました。

現在までお客様に健康被害が無いのが何より幸いです。

ニコニコ累計

１２４，０００円

高校の時はインターハイに出た後の１日だけしか休
みが無く、１学年270人のうち170人が女性という非常
に環境の良いところにいたのですが、友達と一緒に遊
びに行ったという記憶がまったくありません。学校主
催の久住のキャンプ、修学旅行等、練習のために全部

内部卓話

出ていませんので、その反動で、大学の４年間はすご

「私の生い立ち（続編）」
宮本順二会員

く遊びました。一番感動したのが吉野家の牛丼とケン
タッキーのフライドチキン、これがすごく美味くて通

職業分類は、業務請負・人材

いました。六本木に行けば芸能人はいるし、ディズニ

派遣、ロータリー歴は１年２ヶ

ーランドに行けば面白いことがいっぱいあるしという

月でございます。秋吉ガバナー

ことで、４年間で約1200万円親からもらいました。卒

補佐から自己紹介の際は必ず言

業した時に親から通帳を見せられ、いつ返してくれる

いなさいと先週言われましたの

のかと言われまして、結婚する前の５年間で500万は

で、お伝えいたします。

返しましたが、残りの700万は永代供養するので、勘

前回は私の生い立ちをお話さ
せていただきましたが、途中で終わりましたので、今
日はまたその続きを話したいと思います。

弁してくれということで返しておりません。
大学生活では色々学んだのですが、特にうちの従業
員や先輩たちに言いたいのが、交通安全についてです。

現在は相撲取りみたいに太っておりますが、中津北

これまでに5～6件の交通事故を見ました。ひとつは同

高校でバレーボールをしていたので、先生と相談して

級生がアルバイト帰りに車で走っていたら酔っ払いの

千葉の国際武道大学という東海大学の付属の体育大学

じいちゃんが寝ていてそのまま敷いてしまい死んでし

に進みました。武道学科と体育学科とあり、一学年が

まいました。大学は当然死亡事故を起こすと退学で、

400人ずつの800人おり、新設の学校で私が入った年に

本人もかなり病んでいたみたいですが、このじいちゃ

んかなりの飲ん兵衛で家族にも迷惑を掛けていたよう

しに行ってダイエット取り組んでいます。どうせ痩せ

で、葬式に参列した際は“気にせず将来がんばれ”とい

るならコルフも一緒に上手にならないかと思って行っ

う言葉をもらったということで、現在は不動産屋でが

ていますが、打ちっぱなしだけでは痩せないですね。

んばっています。また別の同級生は、道路に出たら隣

見た目には分からないと思いますが、広瀬先輩から言

にいたおばあちゃんがびっくりして頭を打って亡くな

われた時は113キロあったのですが、今は105キロにな

り、車にはぶつけていなかったのだけども、人身事故

りました。できれば80キロ台になればいいなと思って

ということで、道路に出る前にもう少しゆっくり確認

います。ゴルフの練習の成果はあり、先週行ったゴル

していればよかったというようなことがありました。

フは84で回りましたので、もう少ししたらシングルに

ひとつ上の先輩は、学校に行く途中原付に乗っていた

なれるかなと、そうしたら藤林先輩に一緒に回っても

のですが、信号が青になり右折しようとしたら横から

らおうと思っています。常々諸先輩からロータリーは

ダンプが来て左足を切断する事故を起こしました。一

面白いから我慢してやめるなと言われていますが、１

面が真っ赤になったその現場を私もまざまざと見まし

年２ヶ月いて正直楽しいと思ったことはまだ一度も無

た。その先輩は残りの２年間を頑張って卒業したので

いです。・・・・諸先輩がいればいい事があると言っ

すが、いまだに自分の左足があると思って階段やベッ

ていることを信じて自分が出来る限りずっといようと

ドからおりる時はこけるそうで、本人はケロッとして

思っております。草刈り等の奉仕活動もされています

いますが、足があったときよりは怪我が多いというよ

が、小中高の費用が足りないということを先生たちか

うなことを言っていました。宇佐界隈では必ず車は乗

ら聞きます。柳ヶ浦高校だけでなく、各小中学校にも

りますし、従業員も車で出勤しますが、自分が安全に

宇佐のロータリー３クラブが一緒になってもう少し子

していても相手があるという形になりますので、でき

供たちの教育にも尽力できないかというふうに思って

れば皆様も一緒に余裕を持って安全運転をしてもらえ

おります。

たらいいなと思います。
大学の時の一番の思い出は、海で人命救助をしたこ
とです。体育大学だったもので、救急看護とか救急処

出席報告

米澤哲也委員長

第2267回（8月29日）

置法を学んだのですが、千葉の勝浦でトレーニングを
していた時に、おばちゃんが浜でワカメか貝を採って

会 員 総 数

いたかと思うのですが、Ｕターンをして帰ってきたら

（内出席免除 ）

いなかったのでおかしいなと思い、一年生に見に行っ

出

てこいと言いましたら、海に浮かんでおり、そのまま

（ 内 事 前 M U）

0名

引き上げてマウスツウマウスをしました。（きれいな

欠

席

数

6名

女子であれば僕がしますが、おばあちゃんだったので

出

席

率

８１．２５％

後輩にさせました）練習どおり口から水をはいて息を
復活させて救急車で運ばれ助かったということがあり、
そのおばあちゃんにお礼を言っていただき、大学から
表彰されたことがあります。次回卓話をすることがあ
れば、救急看護法のマウスツウマウスを覚えいただい
たらどうかなと思います。
ロータリーに１年２ヶ月いて、会員の皆さんの顔は
分かりますし、どこの社長という記憶もあるのですが、
私がしゃべると見透かされているような感じがして、
先輩たちが正直怖いです。もう少し慣れてから声を掛
けようかなと思いますが、先日広瀬先輩から“何でそ
んなに太っているのか、社長をしているなら少しは痩
せないか”と30分説教されました。やっと自分も決心

席

32名
0名

数

26名

欠席者
是永潤一会員、佐々木正博会員、住本憲彦会員
竹田 豊会員、藤久保茂己会員、和田久継会員
※出席率の更正
◎8月8日の出席率は2名のメークアップ
により75.00％→８１．２５％に更正
事後メークアップ
津々良洋一会員（インターアクト）
米澤哲也会員（別府北RC）
◎8月22日の出席率は1名のメークアップ
により75.00％→７８．１３％に更正
事後メークアップ
山井辰夫会員（宇佐八幡RC）

しまして、昨日で30回毎日レイクサイドの打ちっぱな
閉会点鐘
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