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＊１２月のプログラム予定＊
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
※1/2休会、1/9→11(土)新年例会

平成
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なし
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会長の時間

藤本博和会長

皆さんこんにちは。

優しい人なのです。その私がいま父親として、子供の

先日、米澤会員の言葉に「父のことを非常に誇りに

目にどう見えているのでしょうか？

思っている」とありました。なぜならば「父はロータ

服装のTPOについて学んだことといえば、ガバナー

リアンであることに誇りを持っており、農作業姿から

公式訪問の懇親会の時、クールビズで出席したのは私

必ず背広に着替えネクタイをして、毎週楽しみに例会

だけでした。つい最近も食事に招待された時にカジュ

に出かけておりました。」とのことでした。

アルで行きましたところ、招待されたほかの人たちは

私も父のことを、幼いころのころ同じように思って

ネクタイをしてきちりと正座をしておりました。振り

いたことを思い出しました。村芝居の先生をしていた

返ると、ガバナー訪問の懇親会は国際大会でもご一緒

頃のアルバムの写真を剥がそうとして破いてしまい泣

して自分では身近に感じていたし、色々な情報により

いて母に訴えていました。子供にとって親父は強くて

その場を軽んじていたことの表れです。

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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先輩は言います。ネクタイ１本がその場に応じた人

◎プログラム委員会

河村正一委員長

に対する敬意の表れで、主催者が身近な方でもその趣

次回の例会で３ヶ月ぶりに三分間スピ

旨をよく考慮することです。私は招待されたりしたり

ーチをします。どなたにいきますか分か

することをあまり経験していないもので、今60歳にな

りませんが、今年を振り返って良かった

って気が付く自分がいます。

ことや悪かったことを報告して頂きたい

今度博多の夜とゴルフに招かれております。3度目

と思いますので、そのつもりで心がけておいて下さい。

の正直です。失礼のないようしたいと思います。

今月のお祝い
幹事報告

本庄伸子幹事

１．来信

【本人誕生日】
末宗為十会員：お祝いありがとうございます。

1）ガバナー月信6号、東京オリンピック招致のバッジ

山上明宣会員：誕生日のお祝いありがとうございます。

2）ガバナー事務所より「ガバナー･ノミニー･デジ
グネート候補者推薦提出期限延長について
２．例会変更
中津RC：①12/18(水)は 18:30～「ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾗｻﾞ中津ホ
テル」に変更；3クラブ忘年例会の為 ②1/8(水)
は 18:30～「ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾗｻﾞ中津ホテル」に変更；新
年例会の為 ③12/25と1/1は休会
くにさきRC：①12/11(水)→12/8(日)に変更：桜植

【配偶者誕生日】
藤久保茂己会員：お祝いありがとうございます。
和田久継会員：12月25日が家内の誕生日です。

樹と彼岸花植え付け作業の為 ②1/1は休会
津久見RC：①12/24→20(金)18:30～「津久見市民会
館1F」に変更；歳末家族会の為 ②12/31は休会
３．週報受理

津久見RC

４．理事会報告 なし
５．お知らせ
【結婚記念日】

1）出欠等の回覧中です。
①国際大会 ②ロータリー家族月間清掃活動
③年次総会 ④新年例会 ⑤熊本東南RC30周年
2）今月の定例理事会は、次週12/12の例会終了後に

磯永喜八郎会員：結婚祝 56回目。
金婚式を過ぎたら喜びと
いうより、いたわりなが
らあとどれくらい生きる

開催致します。
６．欠席連絡

砂山正則会員、竹田 豊会員

７．本日の当番

河村正一会員、斉藤順一会員

のかという気持ちのほう
が強くて、とにかく二人
病気をしないように毎日声を掛け合いながら、元気
にを第一にしています。ありがとうございました。
河村正一会員：結婚祝 43回目です。

委員会報告
◎青少年委員会

斉藤順一委員長

１２月１５日１０時半から社会奉仕委
員会と共同でファミリー月間ということ
で、インターアクトクラブと桜並木の清
掃を行います。 また、インターアクト
クラブの例会を１２月９日３時半より柳ヶ浦高校で行
いますのでよろしくお願いいたします。

川端克弥会員：12月6日が結婚記念日です。ありがと
うございます。

スマイルカード

宮丸龍昭委員長

藤本博和会長：辛島会員卓話よろしくお願いします。

行財政改革は夕張市の破綻という事態もありましたが、
今まだ何故継続してやらなければならないかといえば、

皆さんインフルエンザの予防接種はしましたか？

社会保障の増大は今後もあることはお解りと思います

本庄伸子会員：父が新聞に載ってしまいました。いつ

が、もう一つ確実にわかっていることで、合併時のア
メの部分である地方交付税の優遇が、２７年度から３２

もお騒がせしています。
廣瀬辰彦会員：①本庄さんお父さんの受賞おめでとう

年の5年間で１３億円減額されます。これに向かって財

ございます。②岩井さん宇佐市報の写真顔がはみ出

政の基金を確保しておく必要が有り、今後も医療費等

しそうでした。

の増加はありますので、そう言う意味で行財政改革は

岩井謙次会員：宇佐市広報に掲載されました。

必要で一生懸命やっている次第です。その他にも人件

末宗為十会員：12月3日に総代として和気区の柁鼻神

費の削減等努力しています。

社の祭りが無事終わりました。

宇佐市の人口のピラミッドの変化は次のとおりで、

藤林鋭司会員：本庄伸子会員へ。お父上の『暴力追放
栄誉銅賞』受賞おめでとうございます。
石部幸二会員：小野田会員にお世話になりました。
辛島会員卓話よろしくお願いします。

社会保障に関する費用が増大してきのが目に見えてお
り、楽観視出来ないといえます。そういう面では企業
もそうですが、どう生き残っていくか自治体も取り組
んでいます。

是永潤一会員：職業奉仕の為早退します。

ニコニコ累計

２８３，０００円

内部卓話
「 宇佐市まちづくりについて 」
辛島光司会員

次に環境保全ですが、LED防犯灯に対する補助制度
や、再生可能エネルギーの導入で個人住宅用太陽光発
電システム設置に対しても補助を出しています。環境
負荷の少ない軽自動車への減免制度では、軽自動車購
皆様と同様何について話そうかと悩みましたが、先
日「まちづくり懇話会」が各地域（中学校校区）で行
われましたので、参加された方は重複するかもしれま
せんが、私なりに補足し、宇佐市の現状等を踏まえて
話したいと思います。
宇佐市の財政をかいつまんで説明すると、行財政改
革の効果により貯金が３３億円増え、借金が５０億円減
額となり、現在の経常収支比率は85.6％(H24末)で、
全国平均90.3、大分県平均90.6より低い数値となって
います。県内でも相当上位で何を表すかといえば、全

入時に今年度から車種指定はありますが、２年間宇佐
市が自動車税を代わりに払ってくれます。
景観形成では、条例の制定や景観計画の策定をし、
セミナーや啓発活動に取り組んでおりますので、ご参
加ください。
住宅・宅地では住宅改修制度の創設により高齢者世
帯のバリアフリー化や簡易な耐震化、子育て世帯の子
ども部屋の増改築に関し、補助を受けることができま
す。ただし世帯所得の制限があります。

支出のなかで固定経費が少なくなれば、この数値も少

防災では先日防災訓練もありましたが、自助・共助

なくなり自由に使えるお金が増えるということです。

の概念を踏まえ啓発活動をしていくということです。

保健・予防では、以前佐藤先生にお話いただいたこ

出席報告

ともありますが、宇佐市はジェネリック医薬品の推進

米澤哲也委員長

第2281回（12月5日）

を行っており、現在３０％位の割合になったと聞いて

会 員 総 数

います。宇佐市の薬の市場は年間２２億位ですのでジ

32名

（内出席免除 ）

ェネリック医薬品の推進によりかなりの支出削減がで

出

きます。

席

0名

数

28名

（ 内 事 前 M U）

0名

子育てに関しては、小学校入学前までは通院無料、

欠

席

数

4名

中学校までは入院費が無料ということをしています。

出

席

率

８７．５０％

子育て支援の関連施設として、古代ふれあい広場に大
きな遊具ができました。週末大変賑わっています。今
後児童館を勤労者青少年ホーム体育館を改修して親と
遊べる児童館ができる予定です。
スポーツ面ではスポーツ推進計画を策定しており、
宇佐市でどういった施設が不足しており今後どう推進

欠席者

新開洋一会員、砂山正則会員
住本憲彦会員、竹田 豊会員

※出席率の更正
◎11月14日の出席率は1名のメークアップ
により93.75％→９６．８８％に更正
事後メークアップ
岩井謙次会員（宇佐八幡RC）

するかとの立場で支援しています。大会の補助もして
います。
文化財の面では、平和学習の目的で映画「永遠の0」
で使用された零戦の模型を展示していますが、当初年

第2720地区 創造的奉仕プロジェクト部門セミナー
日時：平成25年12月8日(日) 13:00～
場所：熊本保健科学大学

間1万人の来場者予定で開館したところ、現在2万人を
突破しており、予想の倍で2.5倍はいきそうな勢いで
す。まだ映画は公開されていませんので、公開される
と恐らくもっと殺到してくるだろうと思います。
そのほか
●６次産業の推進
・ねぎしゃぶパック、開運宇佐勝ちえび
安心院産種入り干しぶどう等23品を開発
・宇佐ブランド認証制度

出席者(5名) ：藤本会長、本庄幹事、臼杵副会長
藤林会員国際奉仕委員長、山井社会奉仕委員長

●プレミアム商品券の発行
●観光
・宇佐からあげの振興
・宇佐フィルムコミッション 映画「カラアゲ★ＵＳＡ」

インターアクト例会
12月9日(月) 15:30～ 柳ヶ浦高校にて

●婚活促進プロジュクト
等々についても、たくさんお話いただきましたが、
誌面の都合で割愛いたします。

出席者(5名)：藤本会長、臼杵副会長、藤林会員
藤久保副委員長、斉藤委員長
閉会点鐘 発行 平成25年12月12日

