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＊１月のプログラム予定＊
11日 新年例会

新年例会

16日 内部卓話「年男の一年の抱負」

18:30～ 花菱ホテル(別府市)

砂山正則会員、廣瀬辰彦会員、山上明宣会員
23日 外部卓話 是永修治宇佐市長「おでかけトーク」
30日 内部卓話 竹田 豊会員

第２２８３回例会

平成２５年１２月１９日

の記録

18:30～ 於：かんぽの郷宇佐
開会点鐘
 ソ ン グ

四つのテスト

 ゲ ス ト

なし

 ビジター

なし

会長の時間

藤本博和会長

2013年を振り返りますと、私にとって60歳、巳

7月27日インターアクト年次大会荒尾開催に参加。

年の年男であり、伊勢神宮では1300年の歴史ある

10月2日バンコク訪問。

そうですが、20年に一度の式年遷宮であり、自分

10月15日フィリピン・スービック訪問。

にとって素晴らしい年でした。

12月15日宇佐ＲＣ・柳ヶ浦高校インターアクトと

3月25日～東北福島､茨城､岩手社員と二人で訪問。
4月14日ホールインワン藤林ＧＦ委員長より記念
のクリスタルを頂く。

合同清掃奉仕(青少年、社会奉仕委員会)
と、色々と忙しい一年でした。先日洋子さんに俺
の還暦のお祝い誰もしてくれないね。と言ったら、

5月4日～モリアルタRCのピーター夫妻が来日。

あんたいつもおらんでしょうがと嬉しそうに言わ

6月22日ポルトガル、リスボンのRI国際大会に参加。

れました。

事務局
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（亭主元気で留守がよい）いつも自分のことは後
にする自分がここにあるようです。
今年は宇佐ロータリー会長になり、半期沢山経

４．理事会報告
1）１月のプログラムを承認致しました。
2日 休会

験をさせていただいたというのは、何事にも代え

9→11日(土) 新年例会 18:30～花菱ホテル

難い経験であり、これも末宗会長時に次々期会長

16日 内部卓話「年男・年女の一年の抱負」

をしてくれんかと言われた、ここからスタートで
本当にありがたく、僕を成長させてくれたように
思います。皆様も会長をしたらロータリーが始ま
るんだなと言う気がしています。ですから早く終

砂山会員、廣瀬会員、山上会員
23日 外部卓話 宇佐市長 是永修治氏
「おでかけトーク」
30日 内部卓話 竹田 豊会員

わって次の段階にいったときに、もっともっと楽

2）地区補助金残金(4,414円)について、一般会

しみたいと思っています。仕事とロータリー、理

計の｢雑収入｣へ繰り入れることを承認致しま

想と現実というのがありますが、自分の中でどう

した。

解釈していくかいうのは人それぞれ、自分の幸せ

3）フィリピン台風30号への義援金について、

という部分では、私は心の幸せをロータリーの会

50,000円を送金することを承認致しました。

長をしたことで戴いたように思います。

会員1名当たり、1,000円のご負担をよろしく
お願い致します。(12/25に口座振替実施)
4）桜並木の名札交換と、枯れた木の補充につ
いては、継続審議と致します。
５．お知らせ
1）年末年始の例会案内
①12/26と1/2の例会は休会。 ②新年例会は
1/11(土)に変更。1/16(木)から例会場での通
常例会。③事務局休業12/28～1/5
2）新年例会の出欠を回覧致します。
3）地区大会への多数の参加をお願い致します。

幹事報告

本庄伸子幹事

１．来信
1）ガバナー事務所より「次年度クラブ役員報
告について」12月末までに報告のこと

出欠回覧致します。3/15(土)･16(日) 人吉市
カルチャーパレス
６．欠席連絡
竹田豊会員、和田久継会員

2）フィリピンバギオ基金より「2012年度事業
報告書と寄付のお願い」
3）米山記念奨学会より「ハイライトよねやま、
税制上の優遇措置について」
２．例会変更
宇佐八幡RC：①12/20→12/19(木)19:00～に変
更；クリスマス例会の為 ②12/27は休会
※その他クラブへMU予定の方は、事務局まで
年末年始 変更・休会の確認をお願いします。
３．週報受理
杵築RC、中津中央RC

スマイルカード

宮丸龍昭委員長

藤本博和会長：本庄幹事始め各委員長、会員の皆
さん秋野さん半年間無事に終えることができま
した。本当にありがとうございました。来る年
来年が皆さんにとって良い年でありますように。
また来年もどうぞよろしくお願いいたします。
本庄伸子会員：今年もお世話になりました。来年
もよろしくお願いします。
磯永喜八郎会員：会長、幹事半期ご苦労様でした。

廣瀬辰彦会員：藤本会長、本庄幹事さん半期ご苦
労様でした。後期もよろしくお願いします。
岩井謙次会員：先日の草刈り後にビールを飲んで

クラブ協議会
「半期の報告」
会長 藤本博和

しまいました。会長及び皆様お疲れさまです。

2013～14年度のロン・Ｄ・バー

出口幸太郎会員：会長幹事半期お疲れさんです。

トンＲＩ会長のスローガン「ロー

山井辰夫会員：会員の皆さん、１年間お世話にな

タリーを実践し、皆に豊かな人生

りました。

を」を頂きまして、私もロータリ

河村正一会員：末宗コンペで同級生に完敗でした。

ーの原点を見つめて、ロータリーを楽しもうとい

小野田義文会員：会長幹事ご苦労様でした。

うことで取りかかりました。これは理想であり永

佐藤憲三郎会員：半期お疲れ様でした。12月15日

遠のテーマで、会長をさせて貰いながら如何に気

の奉仕活動に参加できず申し訳ありません。

持ちを持って行くか感じた次第です。今年度目標

藤林鋭司会員：藤本会長、本庄幹事半期ご苦労様

を５つ掲げましたが、出席率９０％を達成は、景

でした｡大変お世話になりました｡末宗組コンペ

気の回復と共に徐々に上がってきているんではな

で準優勝致しました。ありがとうございました。

いかと楽観視しています。２に会員３名の増強で

津々良洋一会員：今年もお世話になりました。来
年も良い年を迎えて下さい。
末宗為十会員：先般のゴフルコンペでは皆様寒い

すが、あと半年ありますので、これも大丈夫だろ
うと思っております。青少年委員会のインターア
クトの活動強化を掲げましたが、委員会や色んな

中大変ありがとうございました。会長幹事、半

方たちの力で飛躍して活動が成されたと思います。

期お疲れ様でした。

それからシドニーの世界大会参加ですが、今もう

臼杵 確会員：藤本年度、半期おつかれ様でした。
今日はゆっくり飲みましょう。
是永潤一会員：会長、幹事、役員の皆様半期ごく
ろう様でした。

すでに最終段階に入っているようですが、行ける
方は是非ともご参加できればと思います。あと、
継続事業としてフィリピン・スービックへの支援
事業として、国際奉仕委員長や石部団長の強い思

住本憲彦会員：会長幹事半期おつかれ様です。今
年もお世話になりました。
幡手一義会員：一年間お世話になり有難うござい
ました。

いで初回から同行いたしましたが、遂行され今回
完結ということとなりました。各委員長から、ま
た詳細な報告があると思います。最後にニコニコ
ですがここにきて目標も現実的なものになってき

佐々木正博会員：今年もお世話になりました。来
年もお願いします。

ました。目標の５５万円ですが、多分今日で半分
は達成できたものと思いますが、皆様のご協力で

辛島光司会員：来年も皆様によって良い年であり
ますように。

達成出来るものと思っています。この半期本当に
皆様のおかげで楽しく過ごさせていただきました。

藤久保茂己会員：１年間ご苦労でした。来年もよ
ろしくお願いします。

まだ半期、今度は臼杵年度の準備段階に入ります
ので、皆様とご一緒に活動して参りたいと思いま

川端克弥会員：会長、幹事半期お疲れ様でした。

す。あと半期宜しくお願いいたします。

宮丸龍昭会員：委員長になり半年が過ぎました。
あと半年皆様よろしくお願いします。
事務局秋野さん：今年もお世話になりました。来
年もよろしくお願いいたします。

ニコニコ累計

３４７，０００円

幹事 本庄伸子
幹事になりましてから、事務処
理を間違わないようにしなければ
と思いながら、細かいところまで
行き届きませんで、後から考えま

すともう少し丁寧に出来たんではないだろうかと
思われることが沢山ありました。あと半年もう少

職業奉仕委員会

是永潤一委員長

職業奉仕月間１０月１７日に和田

し余裕があるといいなと思っています。

会員の配慮によりまして、ワイナリ

前期の活動状況を読み上げます。

ーを職場訪問いたしました。そして

（７月）柳ヶ浦高校ＩＡ例会、ＩＡ年次大会荒尾
にて

１０月に色んな行事がたて込みまし
たので、月見例会に合わせてさせていただくこと

（８月）会員増強フォーラム、ガバナー補佐によ

になりました。会員皆様におかれましては四つの

るクラブフォーラム、会員増強と親睦の夕べin

テストにかなう職業の倫理奉仕をされるように、

ちよせ、柳ヶ浦高校ＩＡ例会

また残り半期啓発して参りたいと思います。そし

（９月）柳ヶ浦高校ＩＡ例会、ガバナー公式訪問
四クラブ合同例会、柳ヶ浦高校ＩＡペットボト

てまたそれが実践されてより良いロータリーとな
るように努力させて貰います。

ルキャップ洗浄
（１０月）柳ヶ浦高校ＩＡ例会、フラワーロード
花壇の草取り、職場訪問、観月例会、四クラブ
合同親睦グランドゴルフ大会及び例会
（１１月）フィリピン・スービックRC合同事業ト

国際奉仕委員会

藤林鋭司委員長

半期を過ぎまして国際奉仕委員会
も二つの大きな行事の内、一つは終
わりましてそれは、昨年度の『石部

ライシクル寄贈・フィリピン・スービック訪問、

会長年度から実施』している、フィ

フラワーロード花壇のチューリップ球根植、柳

リピンの《WISH HOUSE》冨田江里子様への継

ヶ浦高校ＩＡ例会、大分第２グループIM in杵

続事業として、支援をして参りました。参加者は、

築開催

藤本会長・石部前年度会長・河村プログラム委員

（１２月）柳ヶ浦高校ＩＡ例会、ロータリーファ

長・米澤出席委員長と、国際奉仕委員長の私を含

ミリー月間柳ヶ浦高校ＩＡ合同桜並木清掃活動、

め5名です。行程は、先月11月15日福岡空港より

半期年次総会。

出発し翌16日に【トライシクル(サイドカー付き

その他にも各委員会の地区セミナーが沢山開催

バイク)】及び【本＆本棚】と【義援金】並びに

されましたが、今年度は行事が多かったような気

【衣類】を贈呈して参りました。

もしますが、例年通りだという気もします。まだ

また、17日には奥地の山間にひっそりと暮らす

半期大きな地区大会や、世界大会、モリアルタ

《アエタ族》を訪問し、【衣類】を分配して参り

RC調印式等が控えておりますが、皆様お体に気

ました。その問、現地の《スービックＲＣ》の会

をつけてあと半期宜しくお願いいたします。

員と交流を深め、大変お世話になり、有意義な時
間を過ごしてまいりました。私は、今回が初めて

社会奉仕委員会

山井辰夫委員長

社会奉仕としては、皆様のご協力
でフラワーロード花壇にチューリッ
プを植えました。来年の三月頃には
色とりどりのチューリップが咲くは

の訪問で、様々なフィリピンの現状を体験するこ
とができ、同行できました事に心から感謝申し上
げます。
参加された皆様方にお世話になり、11月18日に
全員無事に帰国いたしました。

ずです。それから、１２月１５日に青少年委員会

二つめに、今年度のメインイベントでもありま

と協力して、メルクス横の桜並木の手入れをしま

すオーストラリア『モリアルタＲＣとの友好延長

した、柳ヶ浦高校ＩＡ生も多数参加し、終わって

調印式、及びシドニーＲＩ国際大会』への参加を、

から久しぶりにおいしい焼き肉を食べさせていた

12月16日今年度第3回目の国際奉仕委員会を実施

だきました。ありがとうございます。

し、日程を決定しています。2014年5月29日～6月

3日を予定しており、詳細についてはまだ審議中

がありますので、何とか20名～30名くらい集めて

ですが、是非、多くの会員の皆様方にご参加いた

内容のある活動が出来ればと思っております。

だきますよう宜しくお願い致しまして、国際奉仕
委員会の上半期活動報告といたします。来年の下
半期も皆様方のご協力を切にお願いいたします！

年次総会
＝ 会長ノミニーの選出 ＝

クラブ奉仕委員会

臼杵 確委員長

半期が過ぎましてクラブ奉仕委員
会としましては、各委員会の活動を

（候補の発表）幡手一義会員
・・・・・拍手を持って全員承認
会長として何もわかりませんが、

バックアップさせていただき、また

とにかく皆様のご協力を頂きなが

経験を踏ませていただくべく協力さ

らさせていただきます。

せていただいています。藤本年度もあと半期あり
ますが、各委員会の皆様、精力的な活動をお願い

（次次期幹事の発表）住本憲彦会員

出来ればと思っています。半期過ぎると次の年度

先々週の日曜日、幡手会員から依

に移ります。クラブ奉仕委員長として、藤本会長

頼があり、思いもせず、現在でも出

のなさっていることを傍らで見させていただき、

席が出来ない状況で大変迷惑かけて

勉強している次第です。あと半期あります、どう

いますし、どうだろうかと思いまし

ぞ皆様宜しくお願いいたします。

たが、是非やらせてくださいという返事をしまし
た。これを機に勉強して迷惑かけないようにした

青少年委員会

藤久保茂己副委員長

いと思います。

斉藤員長が遅れていますので代わ
りに発表させていただきます。
前期は柳ヶ浦高校インターアクト
クラブのサポートを中心に活動しま
した。
ＩＡ年次大会が熊本県荒尾市で7月27日～28日
にありまして、ＩＡ生8名引率2名ロータリアン6
名で参加いたしました。それから柳ヶ浦高校ＩＡ
クラブ例会が毎月第3月曜に行われていますが、5
回開催しています。9月にペットボトルキャップ

＝ 次期理事役員の選出 ＝
（役員）

回収と洗浄作業、10月に宇佐市社会福祉協議会に

会長：臼杵 確会員

かなりの数を寄贈しまして非常に喜ばれており、

副会長：幡手一義会員 直前会長：藤本博和会員

学校でも全校生徒の前で表彰されました。また、

会計：廣瀬辰彦会員

12月のロータリーファミリー月間には、社会奉仕

幹事：佐々木正博会員

（理事）

委員会との共同事業として、15日に柳ヶ浦高校Ｉ

職業奉仕委員会：津々良洋一会員

Ａ生と桜並木清掃活動をし、毎日新聞には16日活

社会奉仕委員会：末宗為十会員

動が掲載されました。先日生徒に感想を聞きまし

国際奉仕委員会：河村正一会員

たら、非常に楽しかったとのことで、ああいうこ

青少年委員会 ：斉藤順一会員

とが時々あるとまだまだ部員たちも増えるのでは
ないかと思います。来年は安心院でＩＡ年次大会

次年度役員理事メンバー

出席報告

米澤哲也委員長

第2283回（12月19日）
会 員 総 数

32名

（内出席免除）
出

今年最後の万歳

席

0名

数

29名

（ 内 事 前 MU）

1名

欠

席

数

3名

出

席

率

９０．６３％

事前MU 石部幸二会員（清掃奉仕活動）
欠席者
竹田 豊会員、松永忠昭会員、和田久継会員
※出席率の更正
◎12月5日の出席率は2名のメークアップ
により87.50％→９３．７５％に更正
事後メークアップ
砂山正則会員、竹田豊会員（清掃奉仕活動）
◎12月12日の出席率は3名のメークアップ
により78.13％→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
松永忠昭会員 （清掃奉仕活動）

12月15日の奉仕活動が新聞掲載されました
2013年(平成25年)12月16日(月) 毎日新聞

ゴルフコンペ
12月14日(土) 城島高原ゴルフクラブにて

土 ・16日○
日
期日 2014年3月15日○
会場 人吉市カルチャーパレス
スポーツパレス

閉会点鐘 発行 平成26年1月11日

