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＊９月のプログラム予定＊

＊本日のプログラム＊ （9月12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 藤林鋭司会員
６．出席報告

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(4クラブ合同)
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

第２２６８回例会

平成２５年

９月

５日

の記録

開会点鐘
 ソング

君が代、奉仕の理想

 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、おかげさまでアッという間に２か

れています。時間になると、充電器からポロロロンと鳴

月が過ぎてしまいました。ありがとうございました。で

り、ピィピィピィと前進しウーウーンと掃除を始めます。

もあと１０か月あります。また皆さんの意見やアドバイ

これを見ていると滑稽で楽しくて掃除機とは思えないよ

ス等がありましたら遠慮なくおっしゃって下さい。あと

うな親近感を覚えます。あちらこちらにぶつかりながら

１０か月私は楽しんでやりたいと思いますので、よろし

方向を変え、落ちそうになり部屋を出て隣の部屋に行く

くお願いいたします。

のですが、時間が来ると充電器のところまで帰ってくる

それから先週の会員増強と親睦の委員会と親睦会楽し

のが何とも不思議です。廊下を渡り別の部屋に行き、物

く参加させていてだき両委員長さん有難うございました。

にからんで止まっていたり行方不明になっていることも

今日は、アイロボットの話をします。アイロボットと

あります。その時私は、わが子を探すような気持ちで探

はご存知の方もいらっしゃると思いますが？お掃除ロボ

します。見つけた時の何とも言えない気持ちわかります

ットルンバのことです。我が家では９時にタイマーを入

か？我が家の人気者です。

事務局
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孫は充電中のルンバのボタンを押し、ポロロン、ピィ
ピィピィ、ウーウーンと動き出すと母親にしがみ付いて
いたずらをしております。本当にまじめに一生けん命に、

と思っていましたが、あと2年で還暦という年です。
まだまだ頑張らないかんなと思っています。
竹田 豊会員：9月1日で43才になりま

動く姿はけなげでもあり、くるおしくもあります。人間

した。生まれた日は台風だったそう

社会にもこんな人がどこかにいるような気がします。

です。ちなみに今年は仕事で家にい

これから高齢化社会になり、一人暮らしの老人の遊び

ませんで、ここ何年も誕生日のお祝

相手となり癒しを与えるロボットが出てくるでしょう。

いをしていません。来年は家族に祝ってもらいたいな

他人事ではなく、もしかしたら将来ロボットと遊んでい

と思います。

るのは私かもしれません。

松永忠昭会員：9月27日で満51才とな

そうならないためにも「ロータリーの原点を見つめて

りますが、50代になったと思ったら

ロータリーを楽しむ」楽しみながらロータリーの和の中

すぐに51です。もうこれ以上年を取

に皆さんといて、ロボットと遊ばなくてすむようにした

りたくないと思っています。これか

いと思います。そのためにもまた癒されるようなクラブ

らもよろしくお願いいたします。

を目指さなければならないと思います。本日は、お掃除

宮丸龍昭会員：9月18日で41才です。

ロボットルンバを見て学んだことでした。

41にはめったに見られることはあり
ません。よろしくお願いいたします。

幹事報告

本庄伸子幹事

【配偶者誕生日】
藤林鋭司会員：美佐子さんの

１．来信
1) 第12回ロータリー全国囲碁大会のご案内
2）ロータリーの友 英語版の発行案内
3）宇佐青年会議所より｢40周年記念式典のご案内｣；
会長宛て 10/19(土) 15:30～ ウサノピア
２．例会変更
宇佐2001RC：9/18(水)→9/17(火) 12:30～「ホテル清
照」に変更；ガバナー公式訪問の為
くにさきRC：①9/18(水)→9/17(火)19:00～「川口屋」
に変更；観月例会の為 ②9/25(水) 12:30～「ホテル
ベイグランド国東」に変更；ガバナー公式訪問の為

BirthDayが9/23で、愛娘唯
が9/22です。お祝いありが
とうございます。
【結婚記念日】
藤本博和会長：羊子さんに結婚記念日はいつでしたかと
聞いたら、そんなものはないと笑って答えられました。
ありがとう！
佐々木正博会員：9月12日で21回目の結婚記念日です。
委員長に言われるまで忘れていました。ありがとうご
ざいます。

※その他クラブの例会変更確認は、事務局まで。
大分キャピタルRC、別府RC、別府北RC
別府東RC、別府中央RC、湯布院RC、竹田RC
３．週報受理

大分キャピタルRC

４．理事会報告 なし
５．お知らせ
1）公式訪問例会について出欠を回覧致します。また
詳細を裏面に掲載していますので、ご覧ください。
６．欠席連絡

宮本順二会員、和田久継会員

７．本日の当番

幡手一義会員、廣瀬辰彦会員

委員会報告
◎新世代委員会

斉藤順一委員長

9月9日(月)に柳ヶ浦高校インター
アクトクラブの例会を、3時半より

今月のお祝い
【本人誕生日】

柳ヶ浦高校音楽室で予定しておりま
す。赤山ガバナー公式訪問欠席の方
は、メークアップになりますので是非ご出席下さい。

幡手一義会員：暑さ寒さも彼岸までと
いうことで彼岸の22日に生まれまし

◎ゴルフ愛好会

藤林鋭司会長

た。あっという間の58才です。若い

大変いい日和になりました。そこで久しぶりですが、

頃は58才と言うとかなりの年配の年

藤本年度の最初のゴルフ愛好会のコンペを9月16日に行

いたいと考えております。ただいま

この番号は私に与えられたものです。ロータリー情報マ

出欠回覧をしていますので、是非多

ニュアルに書かれたある会員カードとは「各クラブは、

くの参加をよろしくお願いいたしま

幹事を通じて各会員に会員証を発行するものとする。ロ

す。終わりましたら、宮丸親睦委員

ータリアンがクラブ訪問をする際には必ずこの会員証を

長で懇親会をしていただけるそうですので、懇親会のみ

提示して自己紹介をしなければならない。会員名、所属

でも参加下さい。当日、大変遅くなりましたが4月14日

クラブ名、職業分類、会費の期限、クラブ幹事と当人の

の藤本会長のホールインワン達成の、記念の楯を贈呈し

署名のための空欄が設けてある。」今度ゆっくり見てい

たいと考えています。

ただき、自分の番号、クラブ番号、などをこういうのを
もって把握していただきければと思います。次は山井会

◎親睦活動委員会

宮丸龍昭委員長

員にお願いいたします。

まず、先日の会員増強・親睦委員
会へ出席の皆様には大変お世話にな

山井辰夫会員

りました。

今日は「心に残るロータリー体験」

先ほど藤林会員より話がありまし

ということですが、心に残ることが沢

たが、ゴルフ愛好会コンペ後の18時より米沢観光園にて

山ありましてどれを話そうか悩みます

親睦会を開きたいと思いますので、ゴルフに行かない方

が、まず、このクラブに入れていただ

でも多くのご参加よろしくお願いいたします。

いたのがすばらしいことでありますが、
地区大会に行きましたらすばらしい人
たちの集まりで、この中の一員なんだと、いまだに地区

スマイルカード

宮丸龍昭委員長

大会に行くと感激します。一度だけ大分と熊本と鹿児島

藤本博和会長：末宗会員、先日はおめでとうございまし

3つの合同の地区大会に参加しまして、鹿児島の城山ホ

た。そしてありがとうございました。我が社もくじに

テルという西郷さんが亡くなった山の上にあるホテルで

当りました。柳の下に２匹のドジョウがおりました。

ありました。その時も鹿児島・大分・宮崎・熊本となる

気を引き締めます。

と人数が多いし、本当にすごいところに入れてもらって、

末宗為十会員：先日は親睦・会員増強懇親会では出席の
皆様大変お世話になりました。
岩井謙次会員：職業奉仕の為早退致します。

ニコニコ累計

１３１，０００円

辞めるつもりは全然無いです。ただ自分の職業が潰れた
ときは辞めなければならないですので、潰れないように
がんばらないといけないと思います。
話は変わりますが、先ほど委員会報告ができませんで
したので、社会奉仕委員会からです。社会奉仕の花壇の
手入れは、10月の終わりに取ってしまって、幡手会員と
話してカンナという花がきれいということで、その球根

内部卓話

を11月くらいに植えようと思っています。メルクスの桜

３分間スピーチ「心に残るロータリー体験」

並木は、草が伸びてこれ以上伸びない時に刈ろうと思い
ます。よろしくお願いいたします。

河村正一プログラム委員長
今日は「心に残るロータリー体験」

佐藤憲三郎会員

ということで、3分間スピーチをお願

私が入会して19年か20年になります

いいたします。まずは私から始めたい

が、そのきっかけは薬局を開局する時

と思います。

に、土地の測量や行政的な手続きで広

自己紹介から行います。第2720地区

瀬会員にお世話になったことからでし

宇佐ロータリークラブ職業分類仕出し

た。事務所にお訪ねしたら、広瀬会員

料理店河村正一です。まずこのカードですが、年度最初

ともう一方以前会員だった方がいらし

の例会にて配布されますが、このカード古い方は判ると

て、入らざるを得ない状況で、それを断るともしかした

思いますが、新しい方は判りますでしょうか。

ら手続きしてもらえないんじゃないかと不安にかられま

これは会員証で世界のロータリークラブの会員番号が

して、家に帰り相談するとそんな場違いなとか色々言わ

書かれてあります。地区番号が2720とあり、宇佐クラブ

れましたが、入会することになりました。地の人間で無

の番号が14927、私の会員番号は*******になっています。

いので誰も知った人がいなくて、入った約束として毎回

出ましょうということでいましたが、丁度インフルエン

磯永喜八郎会員

ザが大流行した年で、3月15日にオープンしましたが、

私が入会して33年目ですが、2年目

その3月は非常に忙しく、仕事を抜けて例会に出てくる

に雑誌委員に指名されまして、まだ慣

のが後ろ髪ひかれる思いをしました。それ以来、皆勤が

れてないのでテープに録音して帰って

1年続いて2年続くとなんだか休むともったいない気がし

から清書するわけですが、その時に中

て19年続いています。

津のカワムラさんという登記所の人が

感激したことも沢山有りますが、3年目くらいに幹事

来て、ロータリアンのいい人の話を聞

をした時に、訪問した西全州RCで相当飲まされたこと

き非常に感激し原稿を整理していましたら、2日ほどし

がありました。次の日は気持ち悪くて吐きそうでやっと

て中津のクラブから亡くなったと電話が掛ってきてあっ

起きたのですが、チャガルタ市場というところに連れて

けにとられましたが、テープをとっていたものでこのテ

行かれ、こちらは気分が悪いのに、そこでまた食べよう

ープを家族の奥さんにあげたら喜ぶのではと中津のクラ

ということになり、市場の水槽で泳いでいる魚を選んで

ブに送って届けていただきました。そうしたらその奥さ

料理してもらうんですね。一緒に行った岩井会員のほか

んから、このような主人の涙が出るような話を聞いたこ

いろんな人がいて、あれだけ飲んで朝から食べるのかな

とがないという手紙が来まして、いいことをしたなと今

と思っていたら、また飲み始めるものですから、えらい

だに時々思います。

クラブだと思いました。楽しい思い出がありました。

・・・・・その後住所を聞いたんですが、もうそこには
いないということで、年賀だけは3年間くらい続きまし

是永潤一会員

て、テープを時々聞いて懐かしんでおり、一生の形見に

指名を受けましたので思い出に残る

なりましたと書いてありましたが、本当に喜んでいただ

話かわかりませんが、私はロータリー

き、自分も感激するし、ロータリーに入って2年目でよ

に入って8年になりますが、丁度2年く

い経験をしました。

らい登校拒否というか例会になかなか
足が向かずに出たくない時期がありま

（河村正一プログラム委員長）

した。会社を出るんですが寄り道をし

・・・・・今日お話いただいた方はありがとうございま

て車の中で昼寝してみたり、遅刻しそうになるともう行

した。また何かの折に3分間スピーチをしますので、今

きたくなくなったりしていました。それを何とか克服で

日された以外の方は、よろしくお願いいたします。

きたのは、河村さんがいつも声を掛けてくれたからです。
その後何とか2年、皆勤バッチを連続でもらい、それで
皆勤する楽しみを少し覚えました。石部会長年度には残

出席報告

出口幸太郎副委員長
第2268回（9月5日）

念ながら何回か欠けてしまい、3年連続はもらえません
でしたが、出席をする楽しみというのを覚えて今があり

会 員 総 数

ます。今年は何とかメークアップしながらバッチを貰い

（内出席免除 ）

たいと思います。

出

入会して8年も経ちますが、入会したのが昨日のよう
に感じます。この8年間やはり成長させてもらいました。
今年度は職業奉仕委員長になりましたが、基本は仕事の
大切さです。仕事がしっかり板に付いていないと例会に
来られないような気がします。というのはその2年の時
は売り上げの成績が丁度悪かったのですね。毎日仕事に
ぶつかるというか、どうしたら営業の成績が上がるんだ
ろうかということを考えてしまうと、このバッチをつけ
て会に来ることが出来なかったですね。でも、出席する
ことによって業績も上がってくるんだと思いました。と
いうのは皆勤の2年間は上向きになりましたし、職業を
中心に本気で考えるときにロータリーの出席が続くんだ
ろうと自分なりに考えています。皆様もし私がまたサボ

席

数

32名
0名
26名

（ 内 事 前 M U）

1名

欠

席

数

6名

出

席

率

８１．２５％

事前メークアップ
米澤哲也会員（eclub one）
欠席者
辛島光司会員、川端克弥会員、新開洋一会員
住本憲彦会員、宮本順二会員、和田久継会員
※出席率の更正
◎8月22日の出席率は1名のメークアップ
により78.13％→８１．２５％に更正
事後メークアップ

米澤哲也会員（eclub one)

るような時は声を掛けてください。
閉会点鐘
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