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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」会長･幹事･五大奉仕委員長
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 18:30～花菱ホテル

第２２８２回例会

平成２５年１２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。昨日ぐらいからめっきり寒くな

年次基金、恒久基金、使途指定基金、がありまして

りまして、今日は日差しは暖かそうなのですが、風が

年次基金と言うのは、私たちがその年度に寄付をする。

冷たいということです。皆さん風邪などひいていない

恒久基金は、運用してその運用益をその地区にフィー

でしょうか？

ドバックする元金はそのままということです。私たち

先日奉仕プロジェクトセミナーに行って参りました。

が、地区補助金と、グローバル補助金というのをクラ

奉仕プロジェクトとは、ロータリー財団の寄付金を使

ブで申請して使っていくという中で、年次基金半分と

ってどう運用するかというセミナーで、非常に仕組み

恒久基金の運用益の半分が返ってくる。それが、地区

が難しかったですね。ロータリー財団の寄付の種類は

補助金とグローバル補助金の、２種類に分かれると言

３種類あり、さあ何でしょうと聞かれ、わかる人は何

うことを学んでまいりました。皆さんご存知の方もい

パーセントいたのでしょうか。

らっしゃると思いますが、補助金の使われ方、使い方、
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グローバル補助金に関しては３００ドル以上を使わな
くてはいけないということです。補助金を使うには、
年次基金の寄付が必要だということです。2720地区で
も５クラブが寄付をしていないところがあるというこ

日出RC：①12/31は休会 ②1/7(火)は、新年例会の
為「幸喜屋」に場所変更
３．週報受理
中津RC、大分キャピタルRC、竹田RC

とで、今、木村委員長が趣旨を説明し、０にすると言

４．理事会報告 なし

うことです。この５クラブのうち１クラブは消滅して

５．お知らせ

おります。グローバル補助金は自分たちで使うのでは
なく、RCを介して使われるもので、もし使われなか
ったらどうなるのかというと、ポリオとかに最終的に
はいくらしいのですけれども、それを使わないのもど
うかなと言うことと、グローバル補助金３００ドルと

1）本日例会終了後、定例理事会を開催致します。
役員・理事の方はお残り下さい。
2）次週12/19は今年最後の例会で「クラブ協議会・
年次総会」です。18:30～かんぽの郷宇佐にて
3）社会奉仕・新世代共同奉仕活動： 12月15日(日)

相手のRCを考えたときに、これは現実的なものかな、

10:30～柳ヶ浦高校IACとメルクス宇佐横の桜並木

夢と理想これを目にし、聞くことがあるのだろうかと

周辺の清掃 ※新聞社の取材があります！

言うのを考えたのは、考えすぎなのかもしれませんが、

4）出欠等の回覧中です。

奉仕と理想、理想と現実と言う狭間の中で、どうやっ

①国際大会 ②ロータリー家族清掃活動(12/15)

ていくか皆さんのそれぞれの気持ちの中にあっても、

③国際奉仕委員会(12/16)

これが実現できるかどうかと言うことも、現実的なと

⑤新年例会(1/11･土)

ころで考えさせられたところです。気持ちの中には、
優しさとか困った人たちに対する支援とかしたいな、
と思う人たちは沢山いると思うのですけど、それがど

④年次総会(12/19)

5）会費等の口座振替を12月25日に実施致します。
口座残高のご確認をお願いします。
６．欠席連絡

ういう形で現実になるのか、自分の中の戦いがあるの

佐々木正博会員、住本憲彦会員、藤久保茂己会員

ではないでしょうか？

松永忠昭会員、宮本順二会員、和田久継会員

それから話は変わりますが、柳ヶ浦高校インターア
クトの今年最後の例会に出ました。2分間スピーチを

７．本日の当番
佐藤憲三郎会員、新開洋一会員

行い、いろんな話が出ましたが、今週15日のメルクス
の桜並木の清掃で小学生の頃に、植樹をしたという生
徒もいました。これも縁ですが、是非会員の皆様もご
参加お願いいたします。

今月のお祝い
【配偶者誕生日】
竹田 豊会員(敏子様)
お祝いありがとう

幹事報告

本庄伸子幹事

ございます。

１．来信
1）地区大会の案内 ；パンフレット配布
2）地区より「フィリピン台風30号被災地区に対す
る義援金について」
3）各種セミナー(4件) 及び 次年度調査アンケート

委員会報告
◎ロータリー財団委員会

石部幸二委員長

①地区補助金管理セミナー1/25、②クラブ研修リ

今年も年次寄付を皆様に是非ともお願いしたいとい

ーダー育成セミナー2/8･9、③地区指導者育成セ

うことで、宜しくお願いいたします。宇佐RCは全員

ミナー2/9、④クラブ管理育成セミナー2/15

が年次寄付をしているという、地区で数少ないクラブ

4）宇佐市合同新年賀詞交換会の案内；1月10日(金)
18時～かんぽの郷宇佐 →会長へ
２．例会変更
中津中央RC：1/7(火)は 18:30～「SOL(ソル)」に変
更；新年家族例会の為

ですので、出来ればそれを続けたいと思っております。
新年例会の折にも、またお一人お一人にお願いに上が
ります。

◎社会奉仕委員会

山井辰夫委員長

先週、斉藤青少年委員長から話のありました桜並木
の清掃を、12月15日柳ヶ浦IAと合同で行いますので宜

内部卓話
３分間スピーチ「 今年を振り返って 」
河村正一プログラム委員長

しくお願い致します。入会の浅い会員は知らないかも

年末の大変忙しい時期もあり、先週

しれませんが、大分国体を記念して植樹した30本の桜

3分間スピーチをお願いするとおふれ

が、もう３～４ｍ位になっており、あと4～5年したら

を出し恐れたのか、欠席と早退で10人

花見が出来るかと思います。ご参加宜しくお願いいた

ほどいませんが、今日は最初の方だけ

します。

ご指名しますのでスピーチ終わった後、次の方を指名
してください。まず宮丸会員よろしいでしょうか。

◎国際奉仕委員会

川端克弥副委員長

12月16日(月)18時30分より、ちよせさんにて国際奉
仕委員会を開催いたします。議題はモリアルタRC訪
問とシドニー国際大会についてです。本日出欠の回覧
をしますので、ご出席宜しくお願いいたします。

宮丸龍昭会員
一年を振り返ってですが、良くも悪
くもこの親睦活動委員長を仰せつかっ
たことです。先般の4クラブ合同グラ
ンドゴルフ大会及び親睦例会は、当ク
ラブのホストで行いましたので、盛大に尚かつ無事終

スマイルカード

宮丸龍昭委員長

えられたということが今年1年の一番の思い出です。

藤本博和会長：奉仕プロジェクトセミナー参加の本庄

今は毎週木曜日にこの会場に駆けつけられるようする

幹事、山井委員長、藤林委員長、臼杵副会長お疲れ

のが週の日課のようになりまして、親睦委員長ですの

様でした。＊皆さんのお陰で本会場での今年最後の

で、受付に座って皆さんに笑顔でご挨拶するという、

例会です。ありがとうございました。

藤本会長からの大命がありますので、頑張って続けて

本庄伸子幹事：先週末は熊本のセミナーで皆さまにお
世話になりました。ありがとうございました。
山井辰夫会員：藤本会長、同行の皆さんお世話になり

います。仕事に関しては色々と大波小波が来ています
が、まだこれからですので頑張っていきたいと思って
おります。

ました。
末宗為十会員：12月14日(土)ゴルフコンペ参加の皆様、
寒い中よろしくお願いします。

川端克弥会員
今年良いこと悪いこと振り返ってみ

是永潤一会員：12月14日よろしくお願いします。

て、仕事の面でも色々ありましたが、

幡手一義会員：住本さん有難うございます。感謝しま

個人的には今年はパチンコにのめり込

す。藤本会長おかげでポンプが良くなりました。

みました。41歳になりますが、高校卒

石部幸二会員：昨日は宮丸会員と川端会員に大変お世
話になりました。

業して海外に行き、日本の会社に就職し、また海外に
行き、30歳でこちらに帰ってくるまではパチンコをし

臼杵 確会員：日曜日の熊本セミナーでは、会長はじ

たことがありませんでした。パチンコといえば大体皆

め参加されたみなさまお疲れ様でした。月曜日のイ

さんくだらないと思う方が多いですけど、良くないこ

ンターアクト例会に参加しました。インターアクト

とといったらお金が無くなったりするし、時間の無駄

例会が賑やかになっていました。

だなと思ったりしますが、ある時、自分でもまだこん

砂山正則会員：個人的に多忙にて、本日も早退致しま
す。御迷惑をかけて申し訳ありません。
小野田義文会員：早退させて頂きます。

ニコニコ累計

２９７，０００円

な能力があったのかなとびっくりしたことがありまし
た。というのも、普段は7時に仕事を終えて帰って食
事をし、風呂に入りテレビを見て寝るという生活です
が、パチンコをすると食べるのも忘れ、隣の人の顔も
覚えないくらい集中して、もう11時なのかと、ひょっ
としたら他のことをしても、この集中力があれば出来
るのではないかと思ったくらいです。集中力がついて

良いなと思います。あまりおすすめはしませんが、す

ましたが、ある日突然「例会には毎回出席するべきだ」

ることが無く頭がぼーっとするなら、パチンコは良い

という考えが浮かんできました。その時に例会出席に

かもしれません。

ついて納得したような気がします。

米澤哲也会員

末宗為十会員

今年一年を振り返ってみますと、ロ

今年度会員増強委員長をしています

ータリーでは良くフィリピンへ行った

が、半期を過ぎ実積０と言う恥ずかし

なと思います。去年から始まったので

い状況です。このことをお願いするた

すが、JCでも子どもを連れてホーム

めに、幹事がこの場に立たせたのでは

ステイというのもあり、嫁さんは全然行かないのに私

ないかという気がします。是非、皆様のご協力をお願

だけかなりの回数行きました。

いいたします。

それと7月から出席委員長ということで非常に厳し

私事ですが、当社も去年8月に100周年を迎えて、

い役を頂きまして、それまで仕事があるから欠席も仕

102年目に入っていますが、11月16日に37歳の若い社

方ないだろうという部分もあったのですが、さすがに

長が就任しました。代が変わりひと月ですが、まだ自

出席委員長の役を頂くとそういうわけにはいかず、木

分たちの余力のある内に引き継ぐのも、一つの方法か

曜日は出席を心掛けてここに来ています。皆さんの顔

なと思います。成功するか否かは今からの試金石と思

を見るのは前から楽しかったのですが、出席委員長に

っていますが、会員の皆様も事業主が多く、事業を引

なると皆さんの顔を見るのが非常に嬉しくなりました。

き継ぐのはどうしたらよいのかを考えると思います。

特に名前は言えませんが、安心院の方とかは顔を見る

どうか皆様も温かい目をもって見守っていただければ

と“おぉ！”という声が出そうになるぐらい嬉しいです。

と思います。また土曜日はお寒い中就任記念ゴルフコ
ンペを開催しますので、ご参加の会員は宜しくお願い

本庄伸子幹事

いたします。

今年を振り返りまして、一番の変化
は幹事をさせていただいていたことで
す。あと半年ですが、まだまだ大きな

出席報告

行事もありますので頑張って行きたい
と思います。
ロータリークラブに入会しましてから、よく話題に
上る質問や疑問の中に、「例会に100%出席、またそれ
を何年も続ける」のはなぜなのか、続けたらどんな良
いことがあるのか、というものがあります。私も時々
考えてみるのですが、最近気付いたのは「ロータリア
ン全体の情報の同期、並列化が早い」ということがあ
ります。極端に言いますと、RIから発信された情報は、
最短で１～２週間のうちに全世界のロータリアンが知
っている、そしてそれについて考えることができる、
ということです。このことが例会に出ることの意味で
はないかと、ちょっと前にふと思いました。なぜなら、
例会の幹事報告や委員会報告を聞いて知った情報とい
うのはリアルに感じ、あとで紙ベースなどで知らされ
る情報よりも記憶に残りやすく、同じ空気を共有した
ロータリアン同士の共感も大きいと思われます。

米澤哲也委員長

第2282回（12月12日）
会 員 総 数
（内出席免除 ）
出

席

数

32名
0名
25名

（ 内 事 前 M U）

2名

欠

席

数

7名

出

席

率

７８．１３％

事前MU 斉藤順一会員、藤林鋭司会員（IAC例会）
欠席者
佐々木正博会員、新開洋一会員、住本憲彦会員
藤久保茂己会員、松永忠昭会員、宮本順二会員
和田久継会員
※出席率の更正
◎11月28日の出席率は1名のメークアップ
により84.38％→８７．５０％に更正
事後メークアップ
藤久保茂己会員（IAC例会）

私の場合、ローターアクト時代に幹事をしました。
当時は不満に思いながら毎回例会にずっと出席してい
閉会点鐘 発行 平成25年12月19日

