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＊３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．内部卓話 竹田 豊会員
６．出席報告

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」

第２２９３回例会

平成２６年

３月１３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

今日はあいにくの雨ですが、我が家の庭につくしの

するプログラムがあります。プログラム開始から2012

小坊主が出ていました。今日帰ったら孫に見せてあげ

年末まで、寄せられた支援金は5億9千800万余り、寄

ようと思っています。春はもうすぐですね。

付金は台湾1億2千500万（21％）、第2580地区の東

さて、先日3月11日は東日本大震災が起きて3年目を

京・沖縄で1億2千300万（20.7％）となっています。
プログラムに必要な奨学金の総計が10億3千万で、現

迎えました。
その中で本日も回覧しておりますが「ロータリー希

在2019年までの資金がありますが、今後プログラムが

望の風奨学金」という、震災で親を亡くした遺児で大

終了する2032年までに必要な奨学金は4億3500万です。

学(短大を含む)または専門学校で学ぶ学生に、入学か

その不足分は、ロータリー会員一人当たりの負担とし

ら卒業までの間、毎月5万円を給付(返還を求めない)

ては約5000円だそうです。一気に集めてしまうか震災

事務局
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の記憶を風化させないために「広報をしながら自然な

６．欠席連絡

形で継続的に支援金を集めたら」といようなことも話

小野田義文会員、是永潤一会員、宮丸龍昭会員

されているみたいです。ロータリーアン全員から均等

宮本順二会員、和田久継会員

額頂くことは、現実的ではないと考えられているよう
です。

７．本日の当番
米澤哲也会員、石部幸二会員

奨学生数は再来年度をピークに減少に転じ、2020年
度には100人を切り、2026年度には50人を下回り、以
後も減少していくとのことです。給付を申請した遺児
たちの素顔を見てみますと、もっと勉強したいとか、
頭の良い兄弟たちを高校や大学に行かせてやりたいと
いう願いがあるようです。日本の未来を背負う子供た
ちに、私たちロータリーもこれから先どう関わってい
くかということ、それが課題だと思います。

委員会報告
◎青少年奉仕

斉藤順一委員長

先日の柳ヶ浦高校インターアクトクラブ例会に多数
のご出席を頂きましてありがとうございます。今月は
まだ新学期も始まっていないということで、急遽日本
茶インストラクターの山口園の瀬戸正氏により講演を
おこなって頂き良い例会となりました。4月の例会は
21日(月曜)3時半から予定しております。以前エコキ

幹事報告

本庄伸子幹事

１．来信

ャップの収集をおこない、社会福祉協議会に贈りまし
たが、先日宇佐市社協便り2月20日号に写真入りで掲

1）ガバナー月信 第9号；配布

載されましたので報告いたします。

2）小山ガバナーエレクトより「次年度地区委員委

それから3月18日長洲中学「先輩に学ぶ」授業を1年

嘱状」･･･新開洋一会員へ、2014～15年度 会員

生対象に13:15～14:00までおこないます。発表者は宮

増強・拡大委員会委員が委嘱されました。

本順二会員、竹田豊会員、川端会員の奥さんを予定し

3）2014～15年度 地区協議会案内 と 次年度予算案
地区研修協議会･･･4月6日(日) 10:00～16:30

ています。ご出席いただける方は12:50まで校長室に
おいで下さい。

ホルトホール大分
4）3月15-16日 地区大会のプログラム表
5）次年度地区補助金授与計画書；3/31までに提出
6）東日本震災青少年連絡協議会 収支報告、希望の
風奨学金の今後について
7）ハイライトよねやま

【結婚記念日】
藤林鋭司会員：結婚祝いを頂きました。ありがとう
ございます。
【配偶者誕生日】

２．例会変更
杵築RC：3/20(木)の例会は、18:00～「風の郷」に
変更；新会員オリエンテーション、歓迎会の為
３．週報受理

今月のお祝い

くにさきRC、中津平成RC

４．理事会報告 なし
５．お知らせ
1）地区大会参加の方は、3/15(土)朝7時にトキハ長
洲店の屋上駐車場に集合して出発します。
2）各種行事の登録料等の引き落としを、3月25日
(火)に実施します。
3）次週の例会終了後に定例理事会を開催致します。

末宗為十会員：妻の誕生祝ありがとうございます。

スマイルカード

幡手一義副委員長

いましたが卒業後、千葉に就職し29才まで前の建設の

藤本博和会長：小野田会員、桜の苗木3本を田主丸ま

機械関係の仕事をしまして、その後、嫁と結婚し、父

で買いに行って頂きありがとうございました（お礼

親が経営している山田屋商店を手伝うことになりまし

が遅くなりました）。斉藤会員卓話楽しみにしてい

た。そんなときに、周りには友達もいなく、何が手っ

ます。

取り早く友達を作れるかということでそのような中、

本庄伸子幹事：今週末は地区大会、来週末は中津RC
の周年行事と続きますが何卒よろしくお願いします。

宇佐青年会議所への紹介を受けて入会することになり
ました。
（日本青年会議所の紹介）

斉藤順一会員：卓話よろしくお願いします。
津々良洋一会員：すみません、早退いたします。
斉藤会員の卓話を聞けず申し訳ありません。

ニコニコ累計

＝日本青年会議所とは＝
1949年、明るい豊かな社会の実現を理想とし、責任
感と情熱をもった青年有志による東京青年商工会議所

４６７，０００円

（商工会議所法制定にともない青年会議所と改名）設
立から、日本の青年会議所（JC）運動は始まりまし
た。共に向上し合い、社会に貢献しようという理念の

内部卓話

もとに各地に次々と青年会議所が誕生。1951年には全

「私と青年会議所」

国的運営の総合調整機関として日本青年会議所（日本
斉藤順一会員

職業分類は食品卸、ロータリー歴
は3年目となります。
本題に入る前に、3月7日に子供の

JC）が設けられました。現在、日本全国に青年会議
所があり、「修練」「奉仕」「友情」の三つの信条の
もと、よりよい社会づくりをめざし、ボランティアや
行政改革等の社会的課題に積極的に取り組んでいます。

いる長洲中学のPTA会長をしており、

さらには、国際青年会議所（JCI）のメンバーとして

卒業式でやっと祝辞を終えたところ

各国の青年会議所と連携し、世界を舞台として、さま

に、この卓話ということで若干ぶっつけ本番でお聞き

ざまな活動を展開しています。

苦しいかと思います。私も小学校中学校と子供の保護

＝青年会議所の特性＝

者としてPTA執行部で5年間、そして今年は宇佐市の

青年会議所には、品格ある青年であれば、個人の意

PTA連合会の副会長も仰せつかりましてやってきまし

志によって入会できますが、20歳から40歳までという

たが、その中で子供の両親の元気がなく、各会合への

年齢制限を設けています。これは青年会議所が、青年

出席率が非常に悪く、元気づけるために別府の方によ

の真摯な情熱を結集し社会貢献することを目的に組織

る講演会等開きましたが、やはり保護者が元気ない子

された青年のための団体だからです。

供は元気がありません。ロータリーに入って思ったこ

会員は40歳を超えると現役を退かなくてはなりませ

とは、この会員32名は保護者としても非常に元気です

ん。この年齢制限は青年会議所最大の特性であり、常

ので、その子供さんも元気なんだろうなと思います。

に組織を若々しく保ち、果敢な行動力の源泉となって

私は現在45才ですが、5年前まで所属しました青年会

います。

議所を紹介しまして、皆様のお子さんやお知り合いの

各青年会議所の理事長をはじめ、すべての任期は1

方や会社のリーダーに入っていただき、修練の場とし

年に限られます。会員は1年ごとにさまざまな役職を

て元気になってもらえたら良いなと思います。

経験することで、豊富な実践経験を積むことができ、

日本青年会議所とはということで話を致します。会
員の中にも宇佐青年会議所におられた方が沢山おられ

自己修練の成果を個々の活動にフィードバックさせて
いくことができます。

ますが、何で私が入会したかというと、私は皆さんの

青年会議所におけるさまざまな実践トレーニングを

ご存じのとおり北海道で生まれまして、高校卒業まで

経験した活動分野は幅広く、OBも含め各界で社会に

貢献しています。たとえば国会議員をはじめ、知事、
市長、地方議員などの人材を輩出、日本のリーダーと

＝公益社団法人 宇佐青年会議所 活動について＝
公益社団法人宇佐青年会議所（宇佐JC）とは、"明

して活躍中です。

るい豊かな社会"の実現を目指し、様々な活動を行な

＝国際青年会議所（ＪＣＩ）について＝

う団体です。次代の在るべき姿を見据え、市民・企

自由な社会と経済発展を実現し、新しい社会をリー

業・行政・諸団体と連携しながら主体性を持って活動

ドするにふさわしい人材育成を目的として、1915年に

を行なっています。社会を様々な角度から多面的に捉

アメリカ・ミズーリ州セントルイスに生まれた小さな

え、総合的な施策をもち、社会発展のための運動を繰

青年活動グループから始まったJC運動は、その活動

り広げています。

が認められ、アメリカの社会的活動を担う主要な青年
団体へと発展していきました。

宇佐JCは、次代の担い手としての責任を自覚する
青年（20〜40歳）が集う団体です。

1944年には「積極的な変革を創り出すのに必要な指

同じ理想と使命感を持つ青年が相集い力を合わせる

導者としての力量、社会的責任、友情を培う機会を若

ことで、友情を育み、互いに影響し合い、若さが持つ

い人々に提供することにより、地球社会の進歩発展に

無限の可能性を引き出しあっています。

資すること」を使命に、アメリカ、コスタリカ、エル

（以下省略させていただきます。）

サルバドル、グァテマラ、ホンジュラス、メキシコ、
ニカラグア、パナマの8カ国によって国際青年会議所
（JCI）が発足。その後、年々加盟国は増え、日本も
1951年に加盟、JCIの一員として新たな活動の一歩を
踏み出しました。
会員数17万人以上の世界で最も大きな青年団体です。
現役メンバーに加え約250万人以上ものOBがいます。
毎年11月には世界会議が開催され、世界中のメンバー
が一堂に会する重要な国際交流の場となっています。

出席報告

米澤哲也委員長

第2293回（3月13日）
会 員 総 数
（内出席免除 ）
出

席

数

※出席率の更正

32名
0名
23名

（ 内 事 前 M U）

0名

欠

席

数

9名

出

席

率

７１．８８％

欠席者
小野田義文会員、是永潤一会員、新開洋一会員

◎3/6の出席率は3名のメークアップにより
71.88％→８１．２５％に更正
事後メークアップ
藤林鋭司会員（宇佐2001RC）
末宗為十会員、竹田 豊会員（IAC例会）
◎2/27の出席率は1名のメークアップにより
75.00％→７８．１３％に更正
事後メークアップ
岩井謙次会員（宇佐八幡RC）

砂山正則会員、住本憲彦会員、廣瀬辰彦会員
宮丸龍昭会員、宮本順二会員、和田久継会員
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