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＊９月のプログラム予定＊

＊本日のプログラム＊ （9月17日）

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

赤山武興ガバナー公式訪問
４クラブ合同例会
＜ホテル清照にて＞
１２：３０～１３：３０

第２２６９回例会

会 長

平成２５年

９月１２日

の記録

開会点鐘
 ソ ン グ

我等の生業

 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。

の元、宇佐クラブとして何か支援ができたら良い

今日は沢山のご出席をいただきまして、また、

と思っております。

どなたか綺麗な花（フラワーロードに植える花カ

9月9日月曜日に柳ヶ浦高等学校の直立不動の挨

ンナです）をここに置いていただき何かうれしく

拶に圧倒されそうになりながら第二回目のインタ

思っています。

ーアクト例会に参加してまいりました。斉藤順一

9月は新世代のための月間です。当クラブも

委員長初め、佐藤健三郎会員、末宗為十会員、藤

「インターアクトクラブの活動強化」と言うこと

久保茂己会員、山上明宣会員、佐々木正博会員と

でまず一歩として月1回の例会を斉藤委員長の元

私の7名で参加しました。インターアクト生は、

開催するようになりました。インターアクト主導

下山部長初め7名の参加でした。今後の活動方針

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/

や予定（糸口養護学校、ほろんの郷、ペットボト
ルの蓋、割りばし回収）などが議題として上がり

例会の為
※その他クラブの変更内容の確認は事務局まで。

ました。斉藤委員長の提案で年次大会に参加して、

日出RC、別府東RC、大分中央RC、大分1985RC

もしくは夏休みのボランテア等の活動報告を行い

大分東RC、大分RC、大分南RC、大分臨海RC

ました。夏の夜の肝試しをしたり中津祇園で日舞

大分城西RC、津久見RC

を披露して人前で踊るのが快感になった人や、港

３．週報受理

祭りに行った人、課題が多すぎて犬の散歩ぐらい

杵築RC、中津RC、中津平成RC、津久見RC

しか外に出なかった子とか《笑い》年次大会では

竹田RC

他校の活動を聞き交流ができたことや講演を聞き
為になった等の発表があり、もちろん空手部によ
る型の披露もありました。なかでも看護科3年生
の生徒の活動は自分で幼稚園を探して1週間ボラ
ンテアで沢山の子供たちとじかに接した体験談が

４．理事会報告
なし
５．お知らせ
1）次週の例会は日時と場所を変更して、４ク
ラブ合同ガバナー公式訪問例会です。

参加したロータリーアンも感心させられました。

・17日(火) ホテル清照にて

「小さな子供たちの心は真っ白で、いやなことは

・食事11:45～12:30、例会12:30～13:30

いやと、白黒がはっきりしている。大人の声のか

例会後に記念撮影

け方ひとつで機嫌をそこねたり笑ったりで、午前

・正装（ジャケット、ネクタイ着用）

中あんなに機嫌良くしくれていたのに、午後は自

※その他詳細は、裏面に掲載しています。

分の接し方や言動一つで機嫌を損ねてしまい機嫌

2）今月の定例理事会は、26日の例会終了後に

を直すのに苦労した体験談」は、行動的でなおか
つ思慮深く頭で考え行動する素晴らしさは、その
先の人生が見えてくるような気がし世間の荒波を
乗り越えてそのまま伸びてほしいなと思いました。
そして自分の18歳のころを振り返る機会をもいた
だいた次第です。

の誘いをしましたら却下されました。粘り強く頑
張ります。（笑い）

をいただきました。
4）ゴルフ愛好会コンペと懇親会の出欠を回覧
中です。
松永忠昭会員、宮丸龍昭会員
７．本日の当番
藤久保茂己会員、藤林鋭司会員

本庄伸子幹事

１．来信

委 員会報 告
◎新世代委員会 斉藤順一委員長

1）2012～13年度地区資金監査報告
2）ブライダル相談会のお知らせ
２．例会変更

9月9日、月曜日に柳ヶ浦高校イ
ンターアクトクラブの例会に多く
の会員が参加いただきありがとう

杵築RC：①9/19(木) 18:30～に変更；観月家族
例会の為

3）故石部清周名誉会員のご子息より香典返し

６．欠席連絡

本日出がけに、洋子さんにシドニーの国際大会

幹事報告

開催致します。

②9/26(木)→9/25(水)に変更；く

にさきRC合同公式訪問協議会の為

ございました。生徒からはやりた
いこと等が出てきまして、応援協力要請がありま
して10月に入りましてからは2点の活動計画があ

中津RC：10/1(火) 18:30～「ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾗｻﾞ中津ホ

り、そちらへの参加も検討しています。また生徒

テル」に変更；向笠忌3クラブ合同家族夜間

たちが色々な行動を起こそうとしていますので委

員会としても検討して皆様にご協力をお願いする
と思います。その際はよろしくお願いいたします。
また来月は10月7日第一月曜日にインターアクト

内部卓話
「 宇佐ＲＣと共に１７年 」

例会を予定していますのでご出席の程お願いいた

藤林鋭司会員

します。
◎幡手一義会員
フラワーロードに植える花として、カンナを予
定しています。11月に植樹の予定をしており、カ
ンナが家にある方はカブを分けてください。

当クラブに入会しまして17年が経ちます。入会
するに当りまして、会社の起業が1988年昭和の終
わりでした。そのときに会員であります広瀬先生
に会社の法人登記等の手続きでお世話になりまし
て、起業してから7、8年経ってからだったと思い
ますが、そろそろロータリークラブというのがあ
るが入会しないかとのお誘いがありました。その
当時は中津市の今津駅の前に赤いレンガ造り倉庫
（当時JA宇佐の所有120坪程度）が2棟あり、そ

スマイルカード

幡手一義副委員長

こを仮工場として会社を始めたわけですが、約10

藤本博和会長：藤林鋭司会員卓話楽しみます。

年間そこでやり、その間現在の場所の土地をもと

本庄伸子幹事：藤林さん今日はよろしくお願いし

めまして移転したのが1998年でした。それを機に

ます。

入会したのが、磯永会長年度で、例会のとき毎回

藤林鋭司会員：本日ニガテな卓話をさせて頂きま
す。どうぞ食後の昼寝をして下さい。

演台の前に俳句をかけておりました。ご記憶ある
方も多いかと思いますが、その俳句を読まれて説

佐藤憲三郎会員：本日は藤林会員の久しぶりの卓

明をされており、当時そういった、句を読まれる

話、間違いなくすばらしい話でしょう。楽しみ

先輩や、書を書かれる花水先生、絵を描かれる酒

にしています。

井先生、上田先生と非常に文化人が沢山いらして、

石部幸二会員：藤林会員の卓話楽しみにしています。

いろんな知識をいただいたように思います。すば

是永潤一会員：藤林会員の卓話楽しみにしています。

らしい大先輩が沢山おられまして何とか私も一生

臼杵 確会員：まだまだ暑い日が続きますね。み

懸命付いて行くのがやっとで、はたしてこの場に

なさんお体にお気を付け下さい。
幡手一義会員：前の花がカンナです。カンナがあ

いていいのかなという気持ちで過ごしていまし
た。・・・・・・・・・・・以下省略いたします。

る人は教えて下さい。

ニコニコ累計

１３９，０００円

【結婚記念日】

《卓話レジュメ》
1）1997年～現在、我がクラブ第二長老の《広瀬
辰彦先生》の紹介で入会の運び

住本憲彦会員：結婚お祝いありがとうございます。
たぶん30回目です。

2）1997年1月11日入会～現在、我がクラブ最長老

の《磯永喜八郎会長》年度に入会

12）2009年～私、藤林会長・藤本幹事(藤・藤コ

～幹事＝中野眼一Dr(宇佐胃腸内科医院長) ～

ンビ年度)

退会

～モリアルタRC調印式出席(ピーター・マイ
ヤー会長年度)

3）同年7月～岩井会長年度～オーストラリア・ア
デレード《モリアルタRC友好締結延長調印

※当方、土産(能面)＝末宗会員紹介(長野りつ
こ様作)

式》出席
～幹事＝五所重紀(ダスキン社長)～退会
4）翌年(1998年)篠田会長年度～韓国《西全州RC

出席報告

米澤哲也委員長

第2269回（9月12日）

姉妹締結延長調印式》出席
～幹事＝佐藤憲三郎会員

会 員 総 数

32名

（内出席免除）
5）2001年～河村会長年度～モリアルタRCとの調

出

印式出席
～幹事＝中野恵美子～退会
6）2002年～新開会長年度～西全州RC調印式出席
～幹事～岩井先輩の強引さで･･･＝私･藤林鋭司
7）2004年～山井会長年度～西全州RC調印式出席

席

数

0名
28名

（ 内 事 前 MU）

1名

欠

席

数

4名

出

席

率

８７．５０％

事前メークアップ
末宗為十会員（インターアクト例会）
欠席者

◎今仁会長の知人(京都大学同期)《ノーベル

松永忠昭会員、宮丸龍昭会員、竹田 豊会員

賞博士：利根川進氏》を招き講演

藤久保茂己会員

～幹事＝末宗会員
8）2005年～佐藤会長年度～モリアルタRC調印式
出席
※佐藤会長～英語でスピーチ････恵美子マイ
ヤー＝日本語で翻訳

※出席率の更正
◎8月29日の出席率は2名のメークアップ
により81.25％→８７．５０％に更正
事後メークアップ
佐々木正博会員、藤久保茂己会員
（インターアクト例会）

～幹事＝臼杵会員
9）2006年～和田会長年度《宇佐RC40周年記念式典》
～西全州RC・モリアルタRC他多数来訪(かん

2014年国際ロータリー国際大会

ぼの郷宇佐)にて
～実行委員長＝故：花水先生～実質＝岩井会員
～幹事＝渡邉孝純～退会
10）2007年～小野田会長年度～モリアルタRC調印
～幹事＝末宗会員
11）2008年～今仁博士会長年度～西全州RC訪問

シドニー(オーストラリア）6月1～4日

～今仁会長出席せず～国際奉仕委員長として
挨拶～

閉会点鐘

発行 平成25年9月17日

