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＊１１月のプログラム予定＊

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
ちょう てんねい
５．外部卓話 米山奨学生 趙天寧さん
「舌先の上の中国～五味の調和～」
６．出席報告

第

会 長

7日 内部卓話 山上明宣会員
14日 外部卓話 別府大学米山奨学生 趙天寧さん
21日 外部卓話 フェイス代表 相良亜寿香さん
28日 内部卓話 Ｒ財団月間
「地区補助金事業フィリピン訪問報告」

年１１月

７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

隈田照男君（豊後高田RC）

会長の時間

藤本博和会長

地球誕生

ころは、月との距離はもっと近かった。月の引力

46億年前地球が誕生し惑星テイアとの衝突で地

で原始の海ではげしい潮の流がおき地球の浸食が

球の自転軸が23.43°になり、自転速度が早くな

始まった。浸食でミネラル分を波が運び生命が誕

ったことで将来の生命が誕生する。（海が荒れる） 生することになるのです。
その飛び散った粒子が地球の周りをまわりながら

30億年前に海が静まっていった。月の引力で波

くっつき月が誕生する事になる。月は唯一地球の

が生まれ、また波のせいで月を遠ざけている。そ

衛星である。

して月の引力のせいで地球の自転速度が遅くなっ

45億年前たくさんの彗星が地球に衝突したその

事務局

ているとのことです。
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大先輩の言葉で「いつ地球が無くなるか明日生
きているかも知れない」の発言を聞き、今気象変

3）IMの出欠を回覧致します。
６．欠席連絡

化や人為的なことも含めすべて生まれ滅んでゆく

岩井謙次会員、臼杵

と言うことですね。

藤久保茂己会員、和田久継会員

私もしかりロータリーに居て色々な事に巡り合
えてよかったと思っています。

幹事報告

７．本日の当番
石部幸二会員、磯永喜八郎会員

本庄伸子幹事

１．来信
1）ロータリーの友 11月号、ガバナー月信第5
号；配布
2）インターアクト年次大会報告書；参加者へ
3）大分第二グループIM開催のご案内
11/23(土･祝) 13:15～16:55（受付12:30～）
杵築市役所山香庁舎3F（山香中央公民館）
4）ロータリー家族月間清掃活動について
5）創造的奉仕プロジェクト部門セミナー開催
のご案内（12/8･日）とアンケート
6）熊本東南ロータリークラブ 創立30周年記念
式典のご案内(4/19･土) 熊本ホテルキャッスル
7）次年度地区委員推薦のお願い
２．例会変更
中津RC：11/20(水) 18:30～「グランプラザ中
津ホテル」に変更；ロータリー情報・新会員
歓迎夜間例会の為
その他クラブの変更確認は、事務局まで。
別府RC、別府北RC、別府東RC
３．週報受理
宇佐八幡RC、杵築RC、中津平成RC
大分キャピタルRC
４．理事会報告
なし
５．お知らせ
1）例会場で着用する丸名札をお持ち帰りの方
は、ご返却ください。
2）10月25日に実施した口座振替の領収証を配
布しています。

確会員、住本憲彦会員

今月のお祝い
【結婚記念日＆配偶者誕生日】
山上明宣会員：いつも仲良くやっています。お祝
いありがとうございます。
【結婚記念日】
出口幸太郎会員：結婚記念のお祝い有難うござい
ます。
小野田義文会員：大変ありがとうございます。34
年間も一緒にいます。
辛島光司会員：11月1日が4周年でした。杉乃井ホ
テルに泊まりました。

委員会報告

ゴルフ大会優勝おめでとうございました。

◎国際奉仕委員会

藤林鋭司委員長

ご承知のように来年6月１日
が世界大会です。それに向けて

幡手一義会員：男の子の孫が生まれました。
津々良洋一会員：週報作成では秋野さん他皆様に
お世話になります。

５月の末にモリアルタRCとの

廣瀬辰彦会員：遅刻し申し訳ありません。

友好延長調印式を予定しており

川端克弥会員：職業奉仕の為早退致します。山上

まして、まだ時間はありますが、
シドニーで行われる世界大会の関係上、ホテルを

さん卓話頑張って下さい。
宮丸龍昭会員：先般の四クラブ合同親睦例会では、

とるのが非常に難しい状況ですので、出来るだけ

皆様ご協力ありがとうございました。

早いキープをしたいと思います。現在回覧を続け

ニコニコ累計

ていますが、参加者の方は確実なところで、ご記

２３０，０００円

入いただきたいと思います。その上で人数を把握
しホテルの予約等を竹田会員にしてもらう予定で
すので宜しくお願いいたします。

内部卓話
「 北海道バイクの旅 」
山上明宣会員

スマイルカード

宮丸龍昭委員長

藤本博和会長：４クラブグラウンドゴルフ合同例
会及び懇親会皆さんのご協力で無事終わること
ができました。ありがとうございました。山上
明宣会員卓話楽しみにしております。
本庄伸子幹事：先日のグラウンドゴルフお疲れさ
までした。レディース賞いただきました。あり
がとうございました。
末宗為十会員：先日の四クラブグラウンドゴルフ

入会何年目か分かりませんが、山井会長年度の
最終例会におじゃました時から始まったのですが

では大変お世話になりました。今日は立冬です。 （９年目です）、メイキャップも佐藤会長年度に
お体に気をつけてください。

1回しかしていません。皆さん何時やめるか何時

藤林鋭司会員：４クラブ合同グラウンドゴルフ大

やめるか、一番先にやめるのはあんたじゃと言わ

会で優勝致しました。ありがとうございます。

れていましたが、今だに辞めていないのは、やは

宮崎出張の為早退致します。山上会員の卓話が

りロータリーに魅力があるのかと自問自答します。

聞けずに残念です。すみません。

とにかく３年すれば何か見えるかなという思いと、

佐藤憲三郎会員：先日は末宗会員に大変お世話に

末宗会長年度に口を開けば出席せと言われ続け、

なりました。山上会員の卓話を楽しみにしてい

私も意地になり１年間休まずに出席してみようか

ます。

と3年前に皆勤出席をして以来、現在も続いてい

石部幸二会員：先週の４クラブ合同例会では宮丸
親睦委員長に大変お世話になりました。

ます。我々の業界では昼の時間は非常に忙しい時
間帯で、てんぷらを揚げながら外のことをしたり、

是永潤一会員：山上会員の卓話楽しみに聞かせて

ご飯が炊きあがってすぐとらないかんとかを、何

いただきます。藤林会員、先日のグラウンド・

もかも重なる時間帯の中でこの1時間は、恩着せ

がましいですが貴重な時間です。このような中、

ているし、後ろのバンパーはめくれあがっている

出席が出来るということはどういう事か、とにか

し、ロープの掛ける位置で道中長いものですから、

く3年目を走っています。3年経ってロータリーを

非常にショックなスタートとなりました。

見つめ直せば何か見えるのではないかと思って続

（以下次回）

けている最中です。ただこういう起業家のトップ
の方々が集まる会の中で、仕草や言動などが何か
自分の役に立つことが見えてくるのではないかな

出席報告

米澤哲也委員長

第2277回（11月7日）

という気がして、まだ当分おじゃましようかなと

会 員 総 数

思っています。

32名

（内出席免除）
出

今日はあまりネタがありません。小野田会員の

席

0名

数

25名

前回卓話のバイクの話が聞けませんでしたが、私

（ 内 事 前 MU）

0名

もバイクの話題で、今年6月の石部会長年度の最

欠

席

数

7名

後の例会をすっぽかして、北海道へツーリングに

出

席

率

７８．１３％

行って参りましたので、その話をします。
竹田田会員が入会して出会う前に、一緒に行く
メンバーが某旅行会社に頼んでおり、その某旅行
会社がツアー専門でお年寄りが行くような北海道
の定番ルートを決めてきて、ホテルはどこ、チェ
クインは何時ときちっと決めていたので、時間が
ものすごく余りました。バスで移動するルートで
ゆっくりしたスケジュールを組まれており、我々

欠席者
岩井謙次会員、臼杵 確会員、新開洋一会員
砂山正則員、住本憲彦会員、藤久保茂己会員
和田久継会員

※出席率の更正
◎10月17日の出席率は1名のメークアップ
により81.25％→８４．３８％に更正
事後メークアップ
岩井謙次会員（宇佐八幡RC)

はバイク行っていますんでスピード感がまったく

◎10月24日の出席率は1名のメークアップ

違い、飛ばし過ぎもあったんですが、ホテルに着

により84.38％→８７．５０％に更正
事後メークアップ

くのが12時半とかのとんでもない時間でした。日
程は6月26日からで翌日が石部会長年度の最終例

岩井謙次会員（豊後高田RC)

会で、出席したくてたまらなかったのですが、日
程がどうにもなりませんでした。どうしても１週
間しか休みが取れないので、バイクだけ先に１ヶ
月前に北海道へ送ってもらいました。札幌で止め

日

時

ることが一番安いのですが、函館の夜景と朝市に
行きたいということで、あえて函館にバイクを移

13:15～16:55（受付12:30～）
場

所

杵築市役所山香庁舎
3Fホール（山香中央公民館）

動してもらったので、費用がまた別途掛かりまし
て、人間のこの１週間の旅費滞在費より、バイク

11月23日(土･勤労感謝の日)

テーマ

の往復の費用の方がはるかに高い。本当に家族で
ハワイ旅行が出来るくらい掛かりました。挙げ句

サブテーマ

の果てバイクは函館空港の前に大きなトレーラー
で運ばれ降ろしてくれたのですが、メッキは剥げ
閉会点鐘 発行
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