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＊２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．会員増強フォーラム 末宗為十委員長
６．出席報告

第２２８７回例会

会 長

6日 会員増強フォーラム 末宗為十委員長
13日 内部卓話 津々良洋一委員長「雑誌月間について」
20日 外部卓話 末宗秀雄県議「県政報告」
27日 内部卓話 幡手一義会員「セミナー参加報告」

平成２６年

１月３０日

の記録

開会点鐘
 ソ ン グ

手に手つないで

 ゲ ス ト

柳ヶ浦高校インターアクトクラブの皆さん（9名）

 ビジター

川本昌安君（豊後高田RC）
仲 浩君、三郎丸裕司君、原岡知徳君（中津RC･3名）

会長の時間

藤本博和会長

皆さんこんにちは。本日はたくさんのゲスト、ビジ

の中には問題が山積みとなっており、大勢の人が助け

ターの方にお越しいただきありがとうございます。に

を必要としています。しかし“自分にできることはな

ぎやかな例会になることと思います。

い”と言って何もせずにただ座っている人が大勢いま

先日熊本での地区補助金管理セミナー参加の皆さん

す。これでは何の解決にはならない、暗闇のままです。

お疲れ様でした。本クラブからの参加は６名でした。

ロータリアンが一人ずつ、一本ずつロウソクを灯して

欠席が２クラブあり、大分の出席率が少ないとの木村

いくと、すごく明るくなっていき、世界を光で輝かせ

財団委員長の指摘がありました。セミナーの中で、小

ることができるのです」と言う話が非常に印象的でし

山ガバナーエレクトがサンディエゴでの話として「世

た。

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

１．来信

スマイルカード

宮丸龍昭委員長

川本昌安君（豊後高田RC）：久しぶりにメークアッ

1）ロータリーの友 ２月号；配布
2）クマヒラより冊子「抜粋のつづり」；配布
3）杵築ロータリークラブ職業奉仕委員会より「社
是社訓に関する調査依頼」；回覧
２．例会変更

プに来ました。
藤本博和会長：本日や大谷先生はじめ柳ヶ浦高校イン
ターアクト生の皆さんありがとうございます。また
卒業生の皆さんご卒業おめでとうございます。
本庄伸子幹事：インターアクトのみなさま今日はおめ

宇佐八幡RC：①2/7(金)→2/9(日)9:00～「かんぽの
郷宇佐体育館」に変更；生き生きジュニアふうせ
んバレーボール大会の為 ②2/14(金)「和田病院」
に変更；職場訪問例会の為
くにさきRC：①2/5(水)→2/1(土)17:00～「成仏寺」
に変更；成仏寺修正鬼会甘酒接待の為 ②2/19
(水)「里の駅むさし」に変更；職場訪問例会の為
中津RC：2/5(水)18:30～「ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾗｻﾞ中津ﾎﾃﾙ」に変
更；60周年記念夜例会の為
中津中央RC：2/11(火)は休会

でとうございます。
廣瀬辰彦会員：インターアクト生の皆様ご卒業おめで
とうございます。
砂山正則会員：インターアクトの皆様卒業おめでと
う!! 社会に出てもロータリー精神を忘れないでね!!
末宗為十会員：インターアクト生の皆さんようこそ。
ご卒業おめでとうございます。
和田久継会員：インターアクト生の皆さんご卒業おめ
でとうございます。
藤久保茂己会員：本校のインターアクトがお世話にな

※その他クラブの例会変更内容の確認は、事務局まで

ります。今以上の活動をしていきたいと思います。

大分1985RC、大分東RC、大分臨海RC、大分ｷｬﾋﾟﾀﾙ

藤林鋭司会員：インターアクト生の皆様ようこそ！ご

RC、別府RC、別府東RC、湯布院RC
３．週報受理

ミナーで藤本会長始め参加された方々に大変お世話

豊後高田RC、宇佐八幡RC、中津RC
４．理事会報告

になりました。
是永潤一会員：インターアクトの皆様卒業おめでとう

1）２月のプログラムについて承認致しました。
6日 会員増強フォーラム 末宗為十委員長
13日 内部卓話 幡手一義会員「セミナー報告」
20日 外部卓話 末宗秀雄県議「県政報告」
27日 内部卓話 津々良洋一会員
2）前期の決算報告書を承認致しました。（本日配布）
５．お知らせ

ございます。
津々良洋一会員：柳ヶ浦高校インターアクト生のご卒
業おめでとうございます。お疲れ様でした。
石部幸二会員：①インターアクト生の皆様卒業おめで
とうございます。 ②先週のロータリー財団のセミ
ナーでは、多数参加して頂きありがとうございます。
大変お世話になりました。

1）出欠の回覧中です。
①地区大会(本日中)

臼杵 確会員：インターアクト生のみなさん卒業おめ
②登山同好会(本日中)

③各クラブの周年行事案内
６．欠席連絡

卒業おめでとうございます。熊本での財団委員会セ

竹田 豊会員

７．本日の当番 津々良洋一会員、出口幸太郎会員

でとうございます。
斉藤順一会員：本日柳ヶ浦高校インターアクト生の卒
業式よろしくお願いします。
宮丸龍昭会員：インターアクト生の皆様ご卒業おめで
とうございます。職業奉仕の為早退させて頂きます。

ニコニコ累計

４２８，０００円

日時：3月22日(土) 15時より
場所：グランプラザ中津ホテル
記念講演：田中作次氏（2012-13年度RI会長）

藤本会長より

痛切に感じております。人生の経験で無駄なことのよ

インターアクト生の皆様こんにちは。今年一年インタ

うで無駄なことはまったくなかったなと思います。子

ーアクトの活動を重点的に行いたいと斉藤青少年委員

どもの頃は世の中が判らずしまったなということを多

長、藤久保副委員長、大谷先生と意を汲んでいただき、

くしますが、それもけっして無駄なことではないと思

活動が活発になったことを非常に嬉しく思っています。

います。色んな経験をして成熟していく、人生は自分

荒尾のインターアクト年次大会も多くのインターアク

を作るための旅だと感じております。インターアクト

ト生の参加を頂きまして、色んな交流をした中で友達

の卒業生の皆さんも、これから非常に楽しいことも沢

とのつきあいやネットワークが生まれたと思います。

山あります。未来に希望を持って、皆さんの手腕を発

これらはこれからの人生に大きな財産になると思いま

揮する土壌はあります。ボランティアに仕事に勉強に、

す。私も年をとってきて若い頃の経験が役に立ったか

これから頑張っていただければと思っています。

記念品贈呈

卒業生より
（佐藤明俊君） 去年この活動を始めて、熊本に行っ

（下山真季さん） インターアクトには1年の4月から

たりして良い経験をさせていただきました、これから

入部していますが、ちゃんと活動し始めたのは3年生

神戸国際大学という進路も決まり、そちらでもこの活

からで幽霊部員の様な流れでしたが、今年度の会長を

動を心にとめて役立てていきたいと思います。

務めるにあたって、色んな方への言葉遣いや、メンバ
ーへの連絡の仕方など学ぶ良い機会になりました。同

（野村優介君） 最初は空手部に所属し、3年生から

級生より年齢が上の方達と関わることで、社会へ心が

インターアクト部に入りました。夏の年次大会に参加

少し向いて、自分のあるべき立場を考える良いきっか

して色んな方と交流が持てて良かったと思います。地

けになる部活となりました。専門課程に進み、勉強も

元の岐阜に戻り、短大で幼児のことを学び保育士にな

一層難しくなりますが、災害専門の看護師になるのが

り、ここで学んだことを生かして、子どもに接したり

夢ですのでそれに向かって頑張りたいと思います。

教えたり出来たら良いなと思います。

顧問 大谷綾先生より
（中島望美さん） 3年生になってインターアクト部

本日は本校インターアクト生の卒業式を行っていただ

に入部しました。最初は何をする部なのか分かりませ

き、ありがとうございます。生徒達の話にもあったよ

んでしたが、そのうちボランティアの活動を積極的に

うに、1年生から入っている者、3年生から入った者も

する場所なんだと分かりました。これから専門課程に

います。今年度の活動は、以前より出来たように思い

上がって勉強しますが、インターアクトで学んだ事を

ますが、私自身今年度初めての経験でありましたので、

生かして、良い看護師になれればいいなと思います。

3年生にはかなり助けられてやってこられました。佐
藤君、野村君、坂口さんの3人は本校を卒業しますの

（坂口美澪さん） 部活に入ったきっかけは、美味し

でインターアクト部での経験を充分に生かしていただ

いものが食べられると聞いて入ったのですが、活動を

き、あとの生徒は看護学科の専門課程に進みますので、

しているうちに、人と関わる楽しさや、良いことをす

またボランティア活動等にも参加出来たらいいのでは

る気持ちよさ等を知ることができました。これから大

ないかなと思います。本日はありがとうございました。

人になっても、自分から積極的に活動していこうと思
います。

活動報告のビデオ上映

（後藤実咲さん） 1年生から入部し、1年2年と年次
大会に参加し他の学校の活動やどんな事を学んでいる

出席報告

かなど知ることがとても良い経験が出来ました。イン

第2287回（1月30日）

ターアクトで学んだ奉仕の心を、看護師になっても忘
れずに生かしていきたいと思います。

米澤哲也委員長

会 員 総 数
（内出席免除 ）

32名
0名

（鐘ヶ江遥さん） 3年生の後半に入部しましたが、

出

入部してすぐに地域の奉仕活動に参加して、ゴミを拾

（ 内 事 前 M U）

0名

う楽しさ、キレイになっていくことが嬉しいなという

欠

席

数

5名

出

席

率

８４．３８％

気持ちになりました。入部してそういう気持ちがもて
て良かったと思います。
（坂本美里亜さん） 2年生の時に地区大会に行き、
他の方と交流するのは楽しいなと思い入部しました。
3年生に幹事をしましたが思うように出来ませんでし
た。これからは専門課程に上がり、勉強に、趣味のバ
ンドに頑張りたいと思います。

席

数

27名

欠席者 小野田義文会員、辛島光司会員
新開洋一会員、竹田 豊会員、松永忠昭会員
※出席率の更正
◎1月23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（補助金管理セミナー）
閉会点鐘 発行 平成26年2月6日

