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＊４月のプログラム予定＊
3日 親睦花見例会 18:30～米沢観光園

親睦花見例会
18:30～米沢観光園

10日 内部卓話 「PETSと地区協議会の報告」
17日 内部卓話 ３分間スピーチ「私とロータリー」
24日 外部卓話 宗林寺住職 川谷龍真氏

第

回例会

平成

年

３月２７日

の記録

開会点鐘
 ソ ン グ

それでこそロータリー

 ゲ ス ト

なし

 ビジター

なし

会長の時間

藤本博和会長

先週は人吉の地区大会、中津ロータリークラブ６０

ろへ行き、話しをすると普通の方で、手を握ると柔ら

周年と色々な行事がありまして、次年度会長はＰＥＴ

かで温かく、リスボンで出来なかったことが成し遂げ

Ｓもありその後中津へ駆けつけてくれ、非常に忙しい

られました。そして話の最後にあなたの人柄と褒めて

時期ですが、業界も多分に漏れず年度末で忙しく、今

くれ、祝宴のお酒が一段とおいしく感じられました。

日の出席がパラパラというのもそのせいかなと思って

『ロータリーは国連と密接な関係にあり、国連を作

おります。

るときに資料提供で支援したとのことでロータリーの

中津ＲＣの６０周年に出席して感じたことは、ロー
タリー特有の雰囲気です。会場ですれ違うロータリア

日があり、ロータリアンが集まりＲＩ会長があいさつ
をする。

ンの顔は皆やわらかい笑顔で、胸にロータリーのピン

ロータリーは一人の人間を変える、誰かの人生に喜

を着け、各席を回ると皆酒をかわし話に花が咲く、顔

びをもたらすことで自分自身が幸せになれることが、

をあげた視線の先にはまたもてなす人の笑顔と談笑の

ロータリアンでありつづける理由ではないでしょうか。

輪がありました。私も前ＲＩ会長田中作次さんのとこ

アムステルダムでは証券取引場の鐘を鳴らすことがで

事務局
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きました。バチカン宮殿では奥さんとともにローマ法

3日 親睦家族花見例会 18:30～米沢観光園にて

王と面会が許されました。多くの国々を訪問すること

10日 内部卓話「ＰＥＴＳ、地区協議会の報告」

ができました。どこに行こうと誰に会おうとも、ロー

17日 内部卓話 3分間スピーチ「私とロータリー」

タリーのピンをつけることの素晴らしさを感じさせら

24日 外部卓話 宗林寺住職 川谷龍真氏

れました。どこに住んでいようと、何語を話そうと、
どんな服を着ていようと、ロータリーのピンをつけて
いる人なら信頼することができます。同じ価値観で腹
を割って話し合い、友情を分かち合うことができます。
新潟県で生まれ現在は八潮市に住んでいます。ロータ
リアンとしてどこを訪れても故郷を訪れているような
気がします。私が小学生のころ、週に一度母と一緒に
市場まで往復40キロの道のりをリヤカーを引いて野菜

５．お知らせ
1）先週に続き、Ｅクラブのメークアップについて
のアンケートにご協力ください。
2）次週4/3の例会は、時間と場所を変更して18:30
～米沢観光園にて花見例会です。
3）各クラブの周年行事案内を回覧しています。登
録希望者はご記名ください。
６．欠席連絡

を売りに行きました。日本人以外の方とは一度もお会

河村正一会員、川端克弥会員、砂山正則会員

いしたことはなく、生まれた村が全世界でした。です

住本憲彦会員、竹田 豊会員、廣瀬辰彦会員

から私はいつも旅することを夢見ておりました。それ

藤林鋭司会員

以来、幸いにも思いもよらぬ程旅する機会を得、世界

７．本日の当番

岩井謙次会員、臼杵 確会員

のあちこちを旅することができました。
人は皆同じだとことを学びます。他の人の長所短所
も受け入れられる。そして得るものが必ずある。政治
と宗教は関係ない、だからまったくフリーの状態で、

委員会報告
◎青少年奉仕

斉藤順一委員長

宗教政治問題があるところでも力を発揮できる。だか

3月18日に長洲中学校で先輩に学ぶ授業を行いまし

らロータリーは平和に最も近づける奉仕団体と言えま

た。学校からのお礼状と生徒たちからの感想文を回覧

す。』・・・田中ＲＩ会長談話

していますので、ご覧下さい。

幹事報告

本庄伸子幹事

スマイルカード

宮丸龍昭委員長

藤本博和会長：中津ロータリークラブ60周年参加お疲

１．来信
1）ロータリーの友 4月号；配布
2）ロータリーの友事務所より「次年度雑誌委員長
への『友』誌送付について」
3）RI日本事務局より「4月ロータリーレート：1ド
ル＝102円」
4）宇佐市より「フラワーロード花壇の管理につい
て(お願い)」；回覧

れ様でした。本日の報告よろしくお願いします。
本庄伸子幹事：中津RCの60周年ではお世話になりま
した。ありがとうございました。
岩井謙次会員：3月24日から売電開始
末宗為十会員：地区大会、中津RC60周年に参加され
た皆様にお世話になりました。藤本会長に写真をい
ただきました。
津々良洋一会員：地区大会、中津RC60周年に出席で

２．例会変更
くにさきRC：4/2(水)は19:00～「東(さき)」に変
更；花見例会の為
◎その他クラブの変更内容詳細は、事務局まで。

きずすみません。週報が遅れています、すみません。
石部幸二会員：中津RC60周年では皆様に大変お世話
になりました。藤本会長より写真をいただきました。

大分RC、大分東RC、大分臨海RC、大分南RC、

出口幸太郎会員：早退します。

大分中央RC、大分1985RC、大分城西RC、別府RC、

和田久継会員：職業奉仕の為、早退します。申し訳あ

別府北RC、別府東RC、別府中央RC、湯布院RC
３．週報受理

なし

４．理事会報告
1）４月のプログラムについて承認致しました。

りません。

ニコニコ累計

４９４，０００円

内部卓話
「地区大会と中津RC60周年の報告」
◎地区大会 3月16日(土)～17日(日)

中津RCの60周年では、当クラブは近隣クラブの中
でも出席が多く3年後の50周年にもつながることと思
いますが、来ていてもおかしくないはずのクラブの登

人吉市カルチャ

録者が少なく残念でした。私が先輩から教えて頂いた

ーパレスほか

のは、自分のクラブの周年行事に出席していただいた
以上の人数が出席しなければいけないということで、
私も出来る限り出席するようにしています。登録料を
出して時間を作ってまで周年行事に出席するとそれな
りの成果はあるのではないかと思います。

◎中津ロータリークラブ創立60周年記念式典･祝賀会
3月22日(土)
グランプラザ
中津ホテル

■臼杵 確会員
地区大会で一番感動したのは、赤山ガバ
ナーが「こんな田舎まで来てくれて」と皆さんに終始
感謝されていたことです。人吉には宿泊施設が多くな
く、クラブによっては八代のホテルと人吉の会場を往
復したようですが、当クラブは藤本会長が昨年の

■斉藤順一会員
地区大会は今年で2回目の参加でした。

PETSの際に現地の会長さんとお友達になり、会場に

また人吉も昨年4月の藤本年度地区協議会

移動することなく過ごせたことは大変良かったです。

に続き2回目でした。人吉の良いところはタクシー料

藤本会長本当にありがとうございました。

近いすばらしい宿を早くから押さえてくれたお陰で、

金が安いことで、ジャンボタクシー初乗りが何と500

中津RCの60周年は、私は前日からPETSで大分に行

円でした。地区大会への登録が1000人を超えたという

っており、終わった足でそのまま中津へ向かいました。

割には人吉の飲み屋街は賑わってはおらず、熊本市内

前RI会長の田中作次氏がいらっしゃるということで、

へ行った人たちも多かったようで少し残念でした。私

どんなお話が聴けるのか楽しみにしていましたが、冒

にとって何より良かったのは、河村先輩のちよせ号1

頭にご愛嬌のちょっとしたアクシデントがあったもの

台に多くの先輩方と一緒に乗って行ったので、先輩方

の、いざ講話になるとやはりその講演の内容はすばら

の色々なお話が聞けたことです。

しいもので質疑応答にも的確に答えていらっしゃいま

中津の60周年はこれまで出席した式典の中で初めて

した。その中で一番印象に残ったのは、入会した頃は

フルコース料理が出てきました。待つ時間も多かった

ロータリーに何となく居場所がないように感じていつ

のですが、先ほど会長も言われましたようにその時間

辞めようかと考えていた時期もあったそうで、RI会長

を利用して色々なテーブルを回り、お酒を酌み交わし

をするような方でも最初は私たちと同じように感じて

ながらロータリーの良さを実感することができました。

いたことに親近感を覚えました。ある事がきっかけで
そこからロータリーを理解することができたとおっし

■末宗為十会員
地区大会では朝早くから5時間かけて人
吉まで行きましたが、やはり人吉は遠いな

ゃっていました。祝賀会の食事も素晴らしかったです
し、会場では中津RC会員の方が一同に並んで歓迎し
てくれ、ロータリー精神を勉強させていただきました。

と感じました。河村会員には往復を1人で運転してい
ただき、お世話になりました。2日目の明治天皇玄孫
の竹田恒泰氏の記念講演は、実に話の運び方が上手で
人を惹きつけるものがありました。私としては戦後教

■石部幸二会員
地区大会の前々日に鹿児島で恩師の退官
式があり、遅れて参加しました。

育についての話が一番同感できる内容でした。いかに

2日目の竹田恒泰氏の講演が非常に楽しみで、これ

教育が大事かとういこと、骨抜きにされた日本の教育

だけを聴きに参加したようなものです。その中で１つ

を立て直すには真剣に取り組んでも時間がかかるもの

印象に残ったのは「日本人は決してものづくりに手を

だと感じました。

抜かない。そのことを日本人はもっと誇るべきである」

という話です。事例で申しますと、ウズベキスタンに

れ掲載された手紙の中から、ロータリアンの手紙を朗

戦後シベリア抑留された日本人が、強制労働で２年の

読してくれ中身が非常に感動的でした。たくさん勉強

月日をかけて建てた石造りの劇場があります。その後

して、懇親会では皆さんと楽しんだ地区大会でしたが、

1966年の大地震で市内の建造物のほとんどが倒壊した

私が一番思い出すのが、夜遅くまで飲んで宿に帰って

のに、日本人が作ったその劇場だけが生き残っていた

からもう1時間末宗先輩の非常にありがたい話をいた

という話を聞いて、私は強制労働でも手を抜かない日

だいたことです。末宗会員またお願いします(笑)。

本人のものづくりに対する情熱を、同じ日本人として
非常に誇らしく思いました。

■本庄伸子幹事
会長が控えておりますので、急ぎ足で地

■幡手一義会員
私は地区大会のみの参加です。去年の地
区協議会の時に食事をした宿を会長が取っ

区大会の報告をします。会長はじめ参加さ
れた皆様のおかげで楽しい人吉の時間を過ごすことが
できました。お疲れさまでした。

てくれており、温泉もついて絶景の宿でした。
赤山ガバナーが最後に「感謝」を４回言うほどの、
ガバナーも大満足の地区大会だったようです。2日目

■藤本博和会長
会長の時間で報告と致します。

の竹田さんの講演は私も大変楽しみにしていました。
テレビにもよく出ており最近は週刊誌も賑わせている
ようでチャラチャラしている印象を持っていたのです
が、話を聞くと全然違って、わざとそのように見せて
いるんじゃないかと感じました。国の為を思って、日
本の将来のことを思って話をしてくださり、私も同じ
考えだと思える内容が多かったです。その中で、ビル
ゲイツさんは世界で一番の金持ちになっても最初は幸
せを感じられなかったが、その後いろいろな奉仕をし

出席報告

て本当の幸せを感じることができたと言っておりまし

第2295回（3月27日）

た。本当の幸せとはお金や地位や名誉ではない。本当

会 員 総 数

の幸せは自分で築いてくださいということでした。ま

（内出席免除 ）

たヨーロッパ人と日本人の意識の違いについての話し

出

もあり、私も日本人として独自の文化に誇りを持って
頑張ってやっていきたいと思います。本当に参加して
良かったと思います。ありがとうございました。
■米澤哲也会員
地区大会に最初は登録していませんでし
たが、会長から誘われて参加することにな
りました。
1日目の前半はお決まりの挨拶やクラブの紹介でし

米澤哲也委員長

席

数

32名
0名
27名

（ 内 事 前 M U）

6名

欠

席

数

5名

出

席

率

８４．３８％

事前MU
磯永喜八郎会員、藤林鋭司会員（中津RC60周年）
河村正一会員、廣瀬辰彦会員（地区大会）
川端克弥会員、竹田 豊会員（先輩に学ぶ）
欠席者
小野田義文会員、新開洋一会員、砂山正則会員

たが、そのあとの各エリアから代表が一人出て発表し

住本憲彦会員、藤久保茂己会員

た「私の心に残るロータリー体験」は大変勉強になり

※出席率の更正
◎3/13の出席率は、75.00％→７８．１３％に更正
事後MU 住本憲彦会員（中津RC60周年）

ました。時間が来たのに話し続ける人あり、おもしろ
い話で会場の笑いを誘う人もあり、色々なお話を聞く
ことができました。その中で興味深く聞いたのが大分
南RCの方のお話でした。「戦争に行って帰らない人

◎3/20の出席率は、78.13％→８１．２５％に更正
事後MU 岩井謙二会員（中津RC60周年）

に手紙を送る」という地元新聞社の取り組みに寄せら
閉会点鐘 発行 平成26年4月3日

