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＊１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
５．外部卓話 是永修治宇佐市長
「おでかけトーク(市政報告)」
６．出席報告

第２２８５回例会

会 長

11日 新年例会
16日 内部卓話「年男の一年の抱負」
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 柳ヶ浦高校インターアクトクラブ卒業式

平成２６年

１月１６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、そしておめでとうございます。
今年例会場では初の例会となります。

今年は午年と言うことで、私は心に槍をもって過ご
．．
したいと思っています。「思いやりです。」幼いころ

今年は午年で陰気が陽気に逆らい、大地を冒して出

を振り返り、ロータリーのこの場にいる事を含め、原

てくる年だそうです。これは矢(槍)と同じ意味であり、

点を心に、今年も忙しく、楽しく過ごしたいと思って

空前の大好況が現れる兆しであるということです。ア

おります。また皆様には、地区大会、アデレード訪問、

ジア情勢(ナショナリズム)がどう作用するか、世界情

世界大会とまだまだ気の抜けない行事が残っています

勢を含め心配はありますが、アベノミクス、太陽光発

ので、各委員長、会員の皆さんの温かいご協力よろし

電、東日本復興、東京オリンピックなど明るい材料が

くお願いいたしまして、会長の時間とさせていただき

目白押しです。多分皆様にとって良い年になるのでは

ます。

ないかと思います。

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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幹事報告

本庄伸子幹事

した。また、今年度は1月30日の例会時に柳ヶ浦高校
インターアクト生の卒業式を行いますので、よろしく

１．来信
1）ロータリーの友 １月号；配布

お願いいたします。それに伴いまして、本日例会後に

2）ガバナー月信 ７号；配布

委員会を開きますので、委員の皆様宜しくお願いいた

3）2014年1月 半期報告書式

します。

4）後期地区資金納入について
5）米山記念奨学会下期普通寄付について
6）ロータリーの友 電子版のご案内
7）2013年手続要覧について；2014年1月発行、1冊8
ドル。･･･購入希望者は事務局まで。
8）中津RC 創立60周年記念式典のご案内；
2/28(金) 14:00～受付、ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾗｻﾞ中津ﾎﾃﾙ
9）日田RCより創立50周年の日程案内；
6/14(土) パトリア日田･･･正式な案内は後日
２．例会変更

なし

【配偶者誕生日】
河村正一会員：秀子さんの誕生日1/15でした。
S26.1.15生れ、昨日はH26.1.15でした。
新開洋一会員：1月8日は町子の誕生日でした。同時に
結婚記念日です。
出口幸太郎会員：かあちゃんが70とウン才になりまし
た。お祝い有難うございます。

３．週報受理

藤本博和会員：羊子さん今日はプレゼントをあげます。

くにさきRC、津久見RC、大分キャピタルRC
４．理事会報告

今月のお祝い

米澤哲也会員：今日が誕生日です。

なし

５．お知らせ
1）次週の例会は、宇佐市長 是永修治氏の外部卓話
です。12:00頃～例会場に来た方から食事
12:20開会点鐘、会長の時間・幹事報告
12:30～13:30 卓話 (1時間)
2）出欠等の回覧中です。
①地区大会(1/31迄) ②中津RC60周年(2/28迄)
③熊本東南RC(2/28迄) ④セミナー３種類(1/17迄)
3）会費等の引き落としを、1月27日(月)に実施いた
します。口座残高の確認をお願いします。
4）今月の定例理事会は、次週の例会終了後に開催
致します。
６．欠席連絡
川端克弥会員、住本憲彦会員、藤久保茂己会員
宮丸龍昭会員、和田久継会員

【結婚記念日】

７．本日の当番

新開洋一会員：1月8日は結婚記念日でした。町子さん

末宗為十会員、砂山正則会員

に感謝、感謝、感謝。
宮本順二会員：結婚20年の記念に夫婦で韓国に行って
来ました。（新年おめでとうございます。年賀状あ
りがとうございました）

委員会報告
◎青少年委員会

斉藤順一委員長

昨年１２月１５日に社会奉仕委員会
との共同事業で、桜並木の清掃を行い、
懇親会までわいわい楽しくやることが
出来ましてご協力ありがとうございま

スマイルカード

幡手一義副委員長

役をしており、夜は深夜1時頃までパソコンの前に向

藤本博和会長：新年例会皆さんの力添えで楽しい時を

かい、朝も社員が来る前6時頃から出ており、なかな

過ごせたことを感謝します。また皆さん今後ともよ

か時間がとれません。昔からの習慣で夜は遅く、朝早

ろしくお願い致します。＊石部先生ゴルフの腕をあ

くは慣れていますが、何かこの頃気持ちとは裏腹に体

げての優勝おめでとうございます。 ＊年男の卓話

がついて来なくなっており、何とか頑張っています。

宜しくお願いします。

毎日を大切に、如何に今日を大切に明日を大切に生き

臼杵 確会員：先日の新年例会では、会長幹事をはじ
め、SAA、親睦委員長おつかれ様でした。
磯永喜八郎会員：2014年明けましておめでとうござい

るかそればかりです。これから先いつまで生きるか分
かりませんが、皆様方も健康に注意し、少しでも長生
き出来るように頑張りましょう。

ます｡今年初めての例会､気が引き締まる気持ちです｡
廣瀬辰彦会員

廣瀬辰彦会員：新年おめでとうございます。卓話をさ
ほとんどの皆様には年末の最終例

せて頂きます。
末宗為十会員：先日の新年例会では皆様に大変お世話

会より１ヶ月振りとなります。11日
の新年例会は、母の法事と重なり参

になりました。
河村正一会員：新年おめでとうございます。

加出来ませんでした。花菱ホテルは

佐藤憲三郎会員：新年例会では皆様大変お世話になり

新婚旅行で泊まったホテルだったの

ました。＊ゴルフではパートナーに恵まれ楽しいゴ
ルフができました。＊藤林会員に大変お世話になり

で残念な思いが致します。
毎年々仕事に追われ、何となく仕事が始まったとい
う新年を迎えていますが、一日の計は朝にあり、一年

ました。
藤林鋭司会員：新年例会で藤本会長他参加された方々

の計は元旦にありといわれますが、今まで元旦に計を

に大変お世話になりました。翌日のクラブゴルフコ

はかった事はなく、元旦は家でのんびり新聞に目を通

ンペで石部前会長が優勝されました。おめでとうご

して、お屠蘇をいただき、雑煮を食べるというのが毎

ざいます。

年の過ごし方です。2日目は叔父や従兄弟達と中津カ

石部幸二会員：新年例会では皆様に大変お世話になり

ントリーでゴルフをし、終わりましたら反省会を兼ね
叔父の家で新年会を行っています。3日目は家内と初

ました。
砂山正則会員：本日は下手な卓話をお聞き頂きありが

詣で、孫が帰った際は孫達と行っています。4日は毎
年法務局へ新年の挨拶に行き、昼からは中学の同級生

とうございます。
斉藤順一会員：新年会では皆様に大変心配をかけまし

3家族と真玉のお寺にお参りいたします。30年以上続

た。今年も新世代委員会よろしくお願いします。

いており、3家族の祈願を済ませると今年も元気に一

小野田義文会員：早退させて頂きます。

ニコニコ累計

年送れそうだなという思いにさせられます。帰ってか
ら新年会を行いますが、今年は四日市へ2次会に出ま

４０２，０００円

した。
今年で6回目の年男ということで、前回はまだ平均
寿命まで20年以上ありましたが、今回はあと何年もな

内部卓話

くなっており、この年になり恥をかきたくありません

「年男の一年の抱負」
砂山正則会員

ので、あと残りわずかな人生において静かに人生を終
えたいと思います。「どんぐりも、十有五にして学に

年男と言うことであれもこれも喋

志し、三十にして立ち、四十にして惑わず、五十にし

ろうと考えていましたが、結局頭に

て天命を知る、六十にして耳にしたがう、七十にして

浮かんできません。今年の抱負と言

心の欲するところに従って矩（のり）をこえず」と、

うことでありましたら、何とかなり

孔子が言っていますが、我々凡人にとりましては、命

そうです。ロータリーでも高齢者の

ながらえれば、恥多しということで残された人生でど

部類に入り、数少ない希少価値があると思います。で

のような恥をかくかわかりません。自重していきたい

すから大事にしてもらいたいと思いますが、色んな小

と思います。魔が差すとい言いますか、「身善を為し

一言則ち之を破る 」今までこつこつと築いてきた人

竹田 豊会員

生が、たった一言で、たった一つの行動で駄目になる

年男ではありませんが、急きょご

といった目には遭いたくない。そういう面では心身共

指名がありましたので、出てきまし

に健康でありたく、ゴルフは精一杯頑張りたいと思い

た。来月卓話で5月のオーストラリ

ます。最後に貝原益軒の養生訓「心を平らにし気を和

ア訪問の話をさせてもらおうと思っ

にす。これ身を養い、得を養うの工夫」。今年一年心

ていましたが、その前振りで少しだ

を穏やかに、安らかに過ごしまして、ロータリーアン

けお話させていただきます。5月29日からの予定で福

としての徳が少しでも増すことが出来ればと思います。

岡空港を出発、アデレードへは翌日朝到着し、その夜
調印式を行い、翌日シドニーに移動し、世界大会に参

山上明宣会員
12月の最終例会では2次会に参加

加します。出たことがありませんので世界大会がどん
なものか知りませんが、飛行機がシンガポール経由で、

し、久しぶりに会員の皆様と楽しく

待ち時間がかなりありますので、CM等で有名なマリ

飲んだ思いがありまして、新年会は

ーナベイサンズというホテルでの食事と、シンガポー

別府ということで、何とか都合をつ

ルの観光をしたいと思っています。皆様是非とも多数

けて出席しようと頑張りましたが、

のご参加をお願いいたします。

土曜日の夜ということで、どういう状態でももってい
けず、お休みさせていただきました。これで3年間皆
勤と豪語していましたので、メーキャップしなければ

出席報告

と思っております。

米澤哲也委員長

第2285回（1月16日）

年男の抱負ですが、抱負は大体かなったことがあり

会 員 総 数

ませんので、漠然と1年無事に家族と従業員が幸せに

（内出席免除 ）

過ごせたら良いなと思います。毎年宇佐神宮へお参り

出

をしていますが、最近はごたごたが新聞紙上に取り上

席

数

32名
0名
28名

（ 内 事 前 M U）

1名

今年は行きませんでした。それが悪かったのかは分か

欠

席

数

4名

りませんが、仕事始めの2日の朝、従業員が来る前に

出

席

率

８７．５０％

げられたりしていて、あまり御利益が無いかと思い、

新聞を読みながら準備をしていましたら、腰が痛くな

事前MU

川端克弥会員（清掃奉仕活動）

りまして、初めはぎっくり腰かなと思いましたが、

欠席者

住本憲彦会員、藤久保茂己会員

段々激痛になり、横になって1時間しても治らず、ま

宮丸龍昭会員、和田久継会員

すます痛みが増したので当番医に自分の運転で行きま
した。患者さんが多く１時間半の待ち時間中に、ちょ
うどマッサージ器がありましたので、ごまかしで痛い

12月15日の奉仕活動が新聞掲載されました

箇所に当てて待っていたところ、順番が来て先生に呼

2014年(平成26年)1月18日(土) 大分合同新聞

ばれたときには、全く痛みが無くなっていました。先
生曰く、多分尿道結石で石が落ちたのだろうと言うこ
とです。帰りはピンピンで高いCT代を払い、えらい
正月でした。・・・・年が明けて2週間くらいで病院
にかかることが色々ありまして、やはり宇佐神宮には
ちゃんと参らないといけないなと思いました。
財産家を失うのは住まいを失い、友を失うのはより
多くを失う、それより勇気を失う事は全てを失ってし
まう。ことかも知れない、ということで勇気を持ち、
またロータリーで知り合った多くの友と、仲良く一年
を元気で過ごしたいと思います。
閉会点鐘 発行 平成26年1月23日

