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＊２月のプログラム予定＊
6日 内部卓話 津々良洋一ＩＴ委員長
「Ｅクラブでのメークアップについて」
13日 内部卓話 斉藤順一会員
20日 内部卓話 竹田 豊会員
27日 内部卓話 ｢地区大会及び中津RC60周年に参加して」

平成２６年

２月２０日

の記録

開会点鐘
 ソ ン グ

四つのテスト

 ゲ ス ト

末宗秀雄氏（県議会議員）

 ビジター

隈田照男君（豊後高田RC）

会長の時間

藤本博和会長

皆さんこんにちは。本日の卓話の時間は、末宗

これはＲＩの正式なプログラムではないそうで

秀雄県会議員の県政についてのお話です。どうぞ

すが、リーダーを育てるものだそうです。

よろしくお願いいたします。

私たちの使命として、将来クラブのリーダーシッ

先日の熊本でのセミナーに参加して、皆様あま

プを取ることの出来る潜在能力を有するロータリ

り聞き慣れない（ＲＬＩ）という言葉が出てきま

アンを見出して、ボランティア組織にとって大変

した。御存じの方もいらっしゃると思いますが、

重要なリーダーシップ技能と質の高い教育を提供

質の高いリーダシップ教育を通じて、ロータリー

することです。

クラブを強化するための、草の根の地区リーダシ

1、戦略計画とクラブの分析

ップ開発プログラムです。

事務局

(Strategic Planning & Analysis)
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洞察に満ちたクラブ戦略計画とその分析を進め
ていき、クラブ強化・分析することで、私たちは
問題の改善のためにどのようなことができるので
しょうか。

幹事報告

本庄伸子幹事

１．来信
1）ガバナー事務所より「ＲＩ意義ある業績賞」
について；回覧

2、目標とする奉仕（財団奉仕Ⅱ）
(Targeted Service)

2）磯永喜八郎会員に、マルチプル･ポール･ハ
リス･フェローのピンが届いています。

ロータリー財団のプログラムを通じて、目標と
している、ユニークで意義深い奉仕活動の機会へ
のクラブ会員の参加を促進することができます。
財団のプログラムの重要な概念を理解しましょう。
3、国際奉仕(International Service)
ロータリーの旅を進めるとき、様々なニーズに
出会い、その問題を解決し、平和を構築すること

２．例会変更
別府東RC：3/6(木)は12:30～「ホテルサンバリ
ーアネックス」に変更
別府RC：3/14(金)は18:30～「ホテルニューツ
ルタ」に変更
別府中央RC：3/25(火)は18:30～「ホテル山水
館」に変更

を支援することによって、私たちは世界中にコネ

３．週報受理

クションを築くことができます。

４．理事会報告

4、チーム作り(Team Building)

５．お知らせ

目標達成のために効果的なモチベーションの高
いグループと自クラブとの協力を促進しロータリ
ーとロータリアン本当のパワーを活用しましょう。
5、米山記念奨学会

くにさきRC
なし

1）各クラブの周年行事案内を回覧中です。中
津RCと熊本東南RCは本日まで。
2）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。

(Rotary Yoneyama Memorial Foundation)
日本で学ぶ外国人留学生を支援する国際奨学事
業、奨学制度の基本事業の意義を中心に、事業全
体の概要を学ぶセクションです。
6、会員を惹きつける(Attracting Membership)
地域社会における特有の地位について、新会員
を惹きつけるクラブの質について検討します。人
によって成し遂げられる。

3）先週配布の杵築RCからの職業奉仕アンケー
トへのご協力をお願いいたします。
4）駅館川河川敷の枯れた桜３本の植え替えを、
2月16日に行いました。
６．欠席連絡
川端克弥会員、斉藤順一会員、砂山正則会員
宮丸龍昭会員
７．本日の当番

ということで、このような教育を受けながら尚

松永忠昭会員、宮本順二会員

かつ優秀な人材を入れて、親睦を深めながら地域
の輪を広げていければと思います。今からは自ク
ラブも戦略計画を持たければならないという課題

マルチプル･ポール･ハリス･フェローの授与

ということで、皆様と取り組んで参りたいと思い

磯永喜八郎会員

ます。

これを機会に心を改め、年長者として宇佐クラ
ブが良くなるように、見守って参りたいと思いま
す。ありがとうございました。
おめでとうございます!!

スマイルカード

幡手一義副委員長

また一昨日の新聞に大きく出ていましたが、県

藤本博和会長：末宗県議、本日の県政報告よろし

議会の議員定数が、現状維持ということになりま

くお願い致します。臼杵副会長、幡手会長ノミ

した。市議会は議員定数を減らす傾向にあるなか

ニー、クラブ管理運営セミナーお疲れ様でした。

で、申し分けないと思っております。これも自民

本庄伸子幹事：今日は末宗県議の卓話ありがとう
ございます。オリンピックを見過ぎて眠いです。
末宗為十会員：和田会員「おおいた食品産業企業
会」会長就任おめでとうございます。
石部幸二会員：末宗県議ようこそいらっしゃいま
した。卓話よろしくお願いします。
是永潤一会員：末宗県議本日はようこそ宇佐R.C
へお越しいただきました。卓話よろしくお願い

党の力不足です。
昨年の11月に海外視察にいってまいりました。
ドイツ、オーストリア、イタリアに行った訳です
が、いよいよ大分県も美術館を建設しており来春
に落成式します。ヨーロッパには美術館が多くあ
り、その時のために視察しようとイタリアのバチ
カンに行ったときに、バチカンの絵画を大分県の
美術館の開設の時に貸してもらえないかと申し上

します。
幡手一義会員：臼杵副会長、先日のクラブ管理運
営セミナーではお世話になりました。

ニコニコ累計

げたところ、そこの市長がどうぞお貸ししますと
いうことになり、簡単に言うなと思いましたが、
それからが大変でした。日本の風土は？湿気は？

４４８，０００円

色々と難しいことを言い出しまして、こちらとし
ては借り賃や輸送料等色々考えるわけですが、向

外 部 卓 話

こうはただで貸すという訳です。あくまでも私の

「県政報告」
県議会議員 末宗秀雄氏

考えですが、ヨーロッパ文明が世界を席巻したの
は、こういった考え方にあるのかなと思ったりし
ます。ただで貸すというのはキリスト教の精神が
根底にあるようです。
昨年、国東半島宇佐地域が世界農業遺産に指定
されました。世界遺産には２つありますが、ユネ
スコの世界遺産（文化遺産）とFAO（国際連合
食糧農業機関）があり、後者から認定をされまし

久々にこの場に立たせて頂き感謝申し上げます。

た。わかりやすく言うと、ため池とクヌギ林、椎

また先ほどから、私の卓話に期待があるかのよう

茸の関係が認定要因となりました。ここで一つ困

なコメント（ニコニコ）を頂きありがとうござい

っているのが、他所から来た人がこの世界農業遺

ます。政治の話ですので、皆様主義主張があるよ

産は、どこに見に行けば良いのかと聞かれた時に

うに意見も考え方も違うかと思いますので、賛否

答えられないですが、何らかの形で対応して欲し

両論の中でお聞きいただければと思います。

いと頼んで、県も奔走しているところです。一つ

まず今日新聞をみてびっくりしましたが、臼杵

考えているのが、農業文化公園にそういう施設を

市に次いで宇佐市が雪害を受けているということ

作ったらどうかなということで検討しています。

で、1億8000万円くらいの被害が出ているそうで

世界農業遺産に指定されますと、観光や農業関連

す。急いで振興局に問い合わせてみましたら、平

の予算がこの地域に廻ってきますので、良いかな

坦部の被害はゼロで、安心院院内に集中しており、

と思っています。

に安心院のぶどう園の被害が大きかったそうです。

（以下省略させていただきます）

出席報告

米澤哲也委員長

第2290回（2月20日）
会 員 総 数

32名

（内出席免除）
出

席

0名

数

27名

（ 内 事 前 MU）

2名

欠

席

数

5名

出

席

率

８４．３８％

事前メークアップ
斉藤順一会員（IAC例会）
欠席者
岩井謙次会員、小野田義文会員、辛島光司会員
川端克弥会員、砂山正則会員、宮丸龍昭会員
宮本順二会員
※出席率の更正
◎2/6の出席率は1名のメークアップにより
78.13％→８１．２５％に更正
事後メークアップ
米澤哲也会員（IAC例会）
◎2/13の出席率は2名のメークアップにより
84.38％→９０．６３％に更正
事後メークアップ
是永潤一会員（IAC例会）
佐々木正博会員（IAC例会）

/_/_/_/_/ お知らせ･･新開洋一会員 /_/_/_/_/
ロータリーと全く関係ない話で申し訳ないので
すが、会長のお許しを頂きまして、スローフード
感謝祭の開催の案内を致します。
（配布のパンフレットを参照）

ＲＬＩ参加者テキストより「歴代ＲＩ会長の言葉」
あなたが仕事において“質”で成功を収めているのと同
時に、我々全員がパートナーである多国籍組織となっ
ているロータリーにおける“仕事”においても“質”とい
うことに入念に焦点を当てなければなりません。
我々は絶えず我々の作り出す製品であるサービスを完
全なものになるように努力しなければなりませんし、
常に“国際理解と平和”という我々の究極の本質を見つ
めなければなりません。

1988～98 RI会長 Royce Abbey
The Rotarian 1988年10月 ロータリーをビジネスのよ
うに運営する
◇

ロータリーは常にクラブレベルでは沈滞を避けるため
に、そして国際レベルでは退化を防ぐために常に刷新
しなければならない。
しかし、ロータリーはすべてのレベルで、個々のロー
タリアン次第である。（個々のロータリアン如何にか
かっている）

1969～70 James F Conway 挑戦：再検討し刷新しよう
The Rotarian 1969年7月
◇

ロータリーはあまりにも単純なために、却って多くの
人がよく理解できていません。だから、ある者は間違
った解釈をしたりもします。ロータリーは哲学ではあ
りません。ロータリーはどんな質問にでも答えられる、
包括的視点を与えてくれるわけではありません。しか
しながら、ロータリーは人生上の思いと心のありよう
を満たしてくれます。ロータリーは、一言で言えば、奉
仕の理想で結ばれた実業人と専門職の連合会なのです。

1937～38 RI会長 Maurice Duperrey
1938年サンフランシスコ国際大会アドレス
◇

ロータリークラブの会員であることは、意義ある奉仕
の機会が提供され、またすべてのロータリアンへの友
情の機会が提供されなければなりません。同時に、私
たちは高い基準を維持しなければなりません。予算を
増やすための手段として、単に会費を払ってくれる有
料会員を探そうとするなら、それは私たちの信用にひ
どいダメージを与えることでしょうし、我々の組織の
終わりの兆しともなります。

1999～00 RI会長 Calro Ravizza
◇

社会の発展のため慈善や教育において、あるいはその
ほかの方法で、世界でよいことをしようという目的で、
基金設立を受け入れるべきであるというのはかなり適
当なことだと思われます。

1916～17年 RI会長 Arch Klumph
1917年6月18日 アトランタ国際大会
◇

よい例も悪い例も伝染します。もし、私たちが良い例
を作りますと、私たちを見て、他の人たちもそれをま
ねてそのようにするでしょう。私たちすべては私たち
が思う以上に影響力があるのです。

閉会点鐘 発行 平成26年2月27日

1996～67年度 RI会長 Richard L Evans 物事の現れ
The Rotarian 1967年5月

