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＊１２月のプログラム予定＊

＊本日のプログラム＊ （12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
辛島光司会員
６．出席報告

第

会 長

5日 内部卓話 辛島光司会員
12日 内部卓話 ３分間スピーチ「今年を振り返って」
19日 クラブ協議会「半期の報告」
年次総会

18:30～ かんぽの郷宇佐

26日 休会

回例会

平成

年１１月２８日

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

すっかり寒くなり、ちらほら雪が降るような時も有

話は変わり、先日当グループのIMがあり、新しい

りましたが、季節の変わり目ですので、体調には十分

ことや、学びの有ることをして参りました。私も知ら

注意して良い正月を迎えて頂きたいと思います。

ないことでしたが、IMは3年未満の方は義務で出席と

11月はロータリー月間となっていまして、ポールハ

いうことらしく、それ以外の方も出席ということで、

リスの生家であるカムリーバンクに支援をという活動

聞きました。この中でロータリーとは何だろう、判ら

があり、これは財団が家を買い取って、荒れている家

ないなということがたくさんありましたが、こういう

を改修してメモリアル的なものにしたいということに

IMに出席して他クラブと交流し、活動等を聞くこと

取り組んでいることを、ロン D. バートンRI会長から、

によっていろんな学びがありました。地区補助金を利

皆様にお伝えしたいと来ております。それから、11月

用して、非常に活発に支援事業が行われるようになっ

18日フィリピンの台風被害について、ロータリーでも

ているようで、各クラブがプロジュクトを創って利用

何か支援できないかという、動きがあるようです。

しようという動きが、以前とは違ってあるようです。

事務局

〒872-0032 大分県宇佐市江須賀2999-2 (株)ユニックス内
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折角皆様が財団寄附をしていますので、それを地区に
戻し、有効に使おうといういろんな試みがなされてい

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、別府中央RC

ます。同じ事業に毎年支援をするということは出来な

３．週報受理

いようで、各年度で次の年度に何をするのかを検討し、

４．理事会報告

繋げていくという戦略的というか、未来を見つめてと
いうことですが、対応が必要とのことで、状況として

くにさきRC

1）12月のプログラムについて、承認致しました。
5日 内部卓話 辛島光司会員

はそういう意識はあまりなく、ただ単年度で一生懸命

12日 内部卓話 3分間スピーチ「今年を振り返って」

やったのが、事業として続いているというようなこと

19日 クラブ協議会、年次総会

を言われていました。会員増強についても、どのよう
な方を勧誘するのか、ロータリーは世界平和が最終的

※18:30～ かんぽの郷宇佐
26日 休会

に有ると思いますが、良き人を創るという目的があり、

※ 1/2(木)は休会、1/9(木)→11(土)新年例会

職業奉仕、社会奉仕を含めて学び、社会貢献するとい

2）新世代活動と社会奉仕の共同事業について、承

うのがロータリーだと、そのようなことを学んで来ま
した。

認致しました。→委員会報告参照
５．お知らせ

小グループに分かれて討論し、最後に代表が発表す

1）出欠の回覧中です。

るということで、私とグループは違いましたが、藤林

①ロータリーファミリー清掃活動(12/15)

会員が発表することになりまして、スービックのこと

②年次総会(12/19)

とかをPRしていただきました。岩井会員が豊後高田

③熊本東南RC30周年(4/19)

６．欠席連絡

RCにメーキャップに行った際、永松会長から活動を

辛島光司会員、住本憲彦会員、竹田 豊会員

褒めていただいたとの事です。

藤久保茂己会員、和田久継会員
７．本日の当番
川端克弥会員、是永潤一会員

委員会報告
◎新世代委員会

斉藤順一委員長

新世代委員会と社会奉仕委員会との共同事業としま
して、12月15日(日曜)に、12月のロータリーファミリ
ー月間として、柳ヶ浦インターアクトクラブと共同で

幹事報告

本庄伸子幹事

１．来信

桜並木周辺の清掃作業をします。またその後、米沢観
光園にて懇親会を予定していますので、たくさんの参
加をお願いいたします。

1）ロータリーの友 12月号；配布
2）ガバナー事務所より①第4回 日台ロータリー親
善会議のご案内 ②12月のロータリーレートは１
ドル＝100円。 年内寄付は12/20までに振込を。
２．例会変更
杵築RC：①12/12(木)は 18:30～「やき肉みやべ」

スマイルカード

宮丸龍昭委員長

藤本博和会長：ＩＭ参加された本庄幹事、末宗、藤林、
津々良、石部、幡手会員ありがとうございました。
＊幡手会員、男のお孫さん誕生おめでとうございま

に変更；クラブ協議会・年次総会の為

す。＊宮丸委員長先日はお世話になりました。＊ス

②1/2(木)は休会

ービックの報告石部、米澤会員宜しくお願いします。

中津中央RC：①12/17(火)→12/18(水) 18:30～「グ
ランプラザ中津ホテル」に変更：３クラブ合同忘
年例会の為 ②12/31(火)は休会

本庄伸子幹事：今日の卓話楽しみにしています。
幡手一義会員：3人目の孫が生まれました(男の子)。
家では3人の孫が来て､盆と正月が同時に来た様です。

石部幸二会員：ＩＭでは会長、幹事、参加した皆様に
大変お世話になりました。

いいホテルですが、ホテル代をスービックRCがなん

宮丸龍昭会員：先般の当社のゴルフコンペに参加いた
だいた皆様ありがとうございました。次回も多数の
ご参加よろしくお願いします。

と全額もってくれ、大変な歓迎だったと思います。
3日目は、JCでお世話になったアエタ族を訪問し交
流してきました。

岩井謙次会員：職業奉仕の為早退します。
川端克弥会員：職業奉仕のため早退致します。

ニコニコ累計

なりました。今回ホワイトロックはスービックで一番

２７３，０００円

最終日は移動して帰るといった流れですが、道中い
ろんな事がありましたが、あとはお二方が話してくれ
ると思います。
◇◇◇◇◇◇◇
石部幸二会員
今月は財団月間ということで、

内部卓話

非常にいい時期にフィリピンを訪

「 地区補助金事業 フィリピン訪問報告 」

問することができました。昨年は

米澤哲也会員

マッチングランドで冨田さんのク

フィリピン訪問の報告ですが、

リニックへ救急車を贈呈いたしま

私からは大まかな工程と全体の流

したが、今年度は地区補助金で、

れを説明いたします。現地に行っ

WISH HOUSEへトライシクルと本の贈呈をしました。

たのが、11月15日から18日の4日

先週ありましたIMで、中長期戦略計画を各クラブ

間でした。初日は10時にこちらを

立てていうことで、各グループで話し合いましたが、

出発し、空港に着いたのが6時く

その中でちょうど先週フィリピンのスービックに行っ

らいで渋滞等があり7時8時にやっと食事にありつけ、

て、支援事業をおこなっているという話をすると、他

初日はほぼ移動でした。その食事の際に、前回の卓話

のクラブの方達はどうしてそんな事業が出来るのか、

でもお話しましたケソンのJCの方と会い、台風被害

また継続して出来るのかといったことを感じたようで

の支援として宇佐JCからの募金支援を渡しました。

す。我々クラブも会員の減少で活動資金が枯渇してき

宇佐RCからも有志の会で食事した際に、1万円余って

ていますので、来年度も継続出来るか判らない、それ

いましたので行き道が無かったこのお金も勝手ながら

と年度の会長の方針もありますので、どういう方向に

お渡ししてきました。

もって行くかは会員の皆様で今後考えていかなければ

2日目はマニラから3時間かけてスービックに向かい、

と思った次第です。今年度の地区補助金は500万円の

昼はホワイトロックというホテルで、現地のロータリ

資金を要求する各クラブに分配したそうですが、同じ

ーと一緒に食事をしました。食事のあと冨田さんのウ

事業に補助金は使えないそうです。RIが戦略的計画を

ィッシュハウスに向かいまして、子供達からも歓迎し

立ててやりなさいと言う割には、同じ事業は駄目だと

てもらえ、紙で作ったレイを掛けてくれました。それ

いうことで、何か矛盾している気がいたします。もう

から子供達と交流し、寄贈したバイクに試乗してみま

少し補助金の名目を柔軟に考えてもいいのではないか

した。今回寄贈したバイクはサイドカーを付ける改造

と思います。そうでないと会員が減少し、各クラブの

が必要で、それらを含め約30万円、図書費が20万円、

資金力が低下するなか、毎年出来る事業は限られて縮

合計50万円支援を致しました。地区からは23万円の補

小していくことになってしまいます。

助金を貰い、残りを宇佐RCクラブから出しています。

その話はさておき、今回スービックRCにて初めて

今回のトライシクル(バイク)は、立派なピカピカで冨

外国の例会に出席しました。今年度から例会を土曜日

田さんいわく近所から狙われているとの事で、夜は何

に変えたそうですが、向こうでは土曜日がファミリー

処かにしまっているそうです。交流の後、一旦ホテル

デーという家族サービスの日ということで出席者が少

に戻りまして、ちょうどその日がスービックRCの例

ないらしく、例会日をまた元の木曜日に戻すそうです。

会日ということで出席いたしました。藤本会長も前で

例会に出て、ホームの例会とは違っていろんな意味で

挨拶しましたし、みんなも紹介してくれ、いい経験に

感激しました。スービックRCは会員数37名でその内

6名が女性会員です。言葉は英語とタガログ語が混じ
り合っていますので、何を言っているのかよく分かり
ませんでした。藤本会長がスピーチを求められました
が、宇佐RCに恥じないような立派なスピーチを英語
で身振り手振りを交えておこないまして大変良かった
と思います。
最後に、今年度はR財団委員長を仰せつかっていま
すので、また例年どおり皆様の年次寄附をお願いいた
したいと思います。
◇◇◇◇◇◇◇
藤本博和会長
現地で撮影してきた写真を回覧
していますので、ご覧になってく
ださい。贈呈式の様子やスービッ
クRCの例会へ出席したことは、
先週の会長の時間でお話したとお
りで、先ほど米澤会員と石部会員
からも報告していただきましたので、私は、今回の訪
問で起こったアクシデントについて少しお話します。
夕方遅く、もうジェットスキーには乗れない時間に
なろうとしていましたが、30分くらいならということ
で、短い時間でしたがリフレッシュすることが出来ま

出席報告

した。実はジェットスキーに乗る前に事件がありまし
て、ホテルのベッドに１万円札をペソに交換して置い
ていましたが、それが水と一緒に無くなってしまった
というのが一つめのアクシデントです。2つめはマニ
ラに帰ってきて、私が泥棒に間違えられホテルを出ら
れないということになりまして、大きなタオルが一つ
無くなったとフロントでもめまして、私もちょっと声
をあらげてしまい、ロータリーアンらしからぬ行動を
とったなと少し反省しています。・・・・・
今回たまたま私の年度でこのような事業をおこない、
お金を出してでも出来ないような素晴らしい経験をさ
せていただきました。一番良かったなと思うことは、
スービックRCの例会場でスピーチを求められ、スー
ビックRCとモリアルタRC、宇佐RCの協力があって出
来たということと、この友情を末永く続けたいという
ことを言って帰って参りました。
皆さまのご協力に感謝申し上げます。

米澤哲也委員長

第2280回（11月28日）
会 員 総 数
（内出席免除 ）
出

席

数

32名
0名
27名

（ 内 事 前 M U）

2名

欠

席

数

5名

出

席

率

８４．３８％

事前メークアップ
河村正一会員 (スービックRC)、藤林鋭司会員（IM)
欠席者
辛島光司会員、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
◎11月7日の出席率は1名のメークアップ
により87.50％→９０．６３％に更正
事後メークアップ
岩井謙次会員（豊後高田RC）
◎11月14日の出席率は1名のメークアップ
により90.63％→９３．７５％に更正
事後メークアップ

末宗為十会員（IM）
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