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第２２９８回例会

会 長

1日 休会
8日 内部卓話 山井辰夫会員
15日 内部卓話 松永忠昭会員
22日 外部卓話 佐藤憲三郎会員
29日 内部卓話 是永潤一会員

平成２６年

４月１７日

の記録

開会点鐘
 ソ ング

四つのテスト

 ゲ スト

なし

 ビジター

なし

会長の時間

臼杵 確副会長

今日は藤本会長の代役で会長の時間を
務めさせていただきます。
この４月に入ってから、消費税８％へ
の対応に手をやいていますがみなさんの
会社はいかがですか？私の店では、私が

販売管理ソフトです。今まで使っていたソフトのバージ
ョンが古くて最新版とは互換性が無いそうで膨大なデー
ターを手入力することになりそうなので頭が痛いですが、
なんとか五日間ぐらいで仕上げないといけません。
パソコンの件も消費税の件も同時に４月スタートでし

メインで使っていたパソコンOSがXPでしたので、やむ

たから、駆け込み特需もすごかったそうです。大手の運

なく新型を購入しましたがメインだったためにシステム

送会社のキャパも超えていたらしく、運送会社の担当に

の移行に現在も苦労しています。新しいことを覚えるこ

話を聞くとお中元・お歳暮時期の４～５倍の物流量だっ

とに疲れを感じる年頃になってきました。導入している

たそうです。そんな中で、駆け込み特需の恩恵は無いま

ほとんどのソフトが新しいシステムに対応できていない

ま４月に入ってしまったので売上の落ち込みに戦々恐々

ため、ひとつひとつ悩みながら移行していますが、これ

の毎日です。

から大急ぎで設定しなければいけなのが、経理ソフトと

事務局

さて、今日は藤本会長の代役なので会長に怒られない
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ように会長の時間を務めたいと思います。先日のPETS

あります。ガバナーノミニーが二人ではわかりにくいの

で学んだことの一つが、［会長の時間の大切さ］です。

で就任まで24か月以上ある人をガバナーノミニー・デジ

この時間を使ってひとつでも多くのロータリーに関する

グネートと呼ぶ立法案が2013年4月に開催された規定審

情報を会員のみなさんに伝えるためにあるということで

議会で採択されました。

す。つまり、裏を返せば［みなさんに伝えるためには常
に会長が学ばなければならない］ということにもなるの
でしょう。おかげさまでロータリーの友をめくり、学習
する時間を作ることができました。ちょうど今月はロー
タリーの雑誌月間となっていますので、ロータリーの友
にロータリー財団管理委員長の記事が載っていたのでこ
れを取り上げたいと思います。
◆雑誌月間を祝おう
200以上の国や地域でロータリークラブが活動する現
在、ロータリーの雑誌はこれまで以上に大切な役割を担
っています。国際ロータリー理事会は、毎年４月をロー
タリーの｢雑誌月間｣に指定し、ロータリー雑誌の役割を
再認識するとともに、私たちロータリアンが雑誌に関連
して果たすべき役割についても考える機会としています。
公式雑誌『The Rotarian』は、アメリカ・イリノイ州
エバンストンにあるRI世界本部で編集され、発行部数は
約50万部です。このほかに世界には31のロータリー地域
雑誌があり、発行言語は20か国以上に及びます。
これらの雑誌には120万人以上の読者がいます。そして
その120万人のロータリアンによるさまざまな奉仕活動
があってこそ、雑誌の中身が構成されます。ほかのクラ
ブの活動について読むことをいつも楽しみにしており、
毎号どの記事を読んでも新しい発見や感動があります。
紙に印刷された雑誌の重要性も踏まえつつ、電子コミュ
ニケーションが一般化される現代では、ロータリーの情
報を広める新しい媒体にも前向きな姿勢が必要です。
『The Rotarian』のデジタル版も発刊され閲覧するこ
ともでき、メールやFacebook、Twitterを通じて話題を共
有することができます。
未来の世代にも情報を伝えるため、こうした電子媒体
をぜひ活用ください。
最後に、ロータリー情報ということでロータリー用語

幹事報告

本庄伸子幹事

１．来信
1）ガバナー月信 第10号 ；配布
2）地区研修・協議会参加御礼
3）奉仕活動についてのアンケート；回答4/30まで
4）2014-15年度 次期広報・IT研修会案内
；5/24(土) 13:30～16:30 コンパルホール
5）2014-15年度 地区補助金利用の支給見込み額と本
申請について
6）ハイライトよねやま
7）ガバナー事務所より「クラブ定款細則変更の件」
２．例会変更
宇佐八幡RC：5/9(金)→5/11(日)柳川方面に変更；家
族親睦バス旅行の為
宇佐2001RC：4/30(水)の例会は、休会
中津中央RC：①4/29(火)と5/6(火)の例会は、休会
②5/13(火)は「福澤茶屋」に変更；向笠公園清掃例
会の為
※その他クラブの例会休会及び変更確認は事務局まで。
３．週報受理

中津RC、竹田RC

４．理事会報告
1）映画『カラアゲUSA』の大口協賛について承認致
しました。
2）砂山正則会員の出席免除を承認致しました。
５．お知らせ
1）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。
2）周年行事の登録について回覧中です。
①日田RC50周年 ②日出RC30周年
６．欠席連絡

佐々木正博会員、和田久継会員

７．本日の当番 川端克弥会員、是永潤一会員

をひとつご紹介します。
ガバナーノミニー・デジグネート
あまり聞きなれない言葉ですがみなさんご存知です

今月のお祝い
【配偶者誕生日】

か？ガバナーエレクトやガバナーノミニーあたりはよく

宮本順二会員：夫人誕生日

聞く言葉ですが、ガバナーノミニーは就任する1年前の

ありがとうございます。

国際大会で選挙され、その直後の7月1日にガバナーエレ

川端克弥会員：お祝いのお

クトになります。地区でガバナーノミニーを指名するの

花ありがとうございます。

は36～24か月前ですが24か月以前にガバナーノミニーが

しっかり本人に渡します。(本日は職業奉仕のため早

指名された場合ガバナーノミニーが二人存在する時期が

退致します）

委員会報告

私の仕事もがらっと変わって出張も多くなりましたが、

◎青少年奉仕

斉藤順一委員長

ロータリーに入って良かったことは、仕事で接待してい

先日ビーチクリーンアップin長洲に柳ヶ

るときなどにロータリーに入っていることを聞かれ、少

浦高校インターアクトクラブと参加しまし

し違う目で見られ嬉しくなります。先日もうちの中国の

た。インターアクトからは会長一人の参加

研修生を高田の寮に住まわせていますが、下着泥棒に遭

と若干寂しかったですが、ロータリーから

い警察に調べて貰いましたが、その時も木曜日に来てく

は、私と本庄幹事、廣瀬会員、佐々木会員のご参加を頂

れと言われましたが、ロータリーがあって行けないので

き、久しぶりに海辺を歩きゴミを拾ってまいりました。

すがと言ったら、あっそうですかロータリーですかと言

インターアクトの例会が来週21日月曜日3時半から予

われ、うちの株も上がったなと思っております。先日の

定していますので出席していただければと思います。

花見例会の際、飲んでいたらある先輩から、好きな人ば

◎国際奉仕

かりと付き合わず、性に合わない人間でも付き合わない

藤林鋭司委員長

あと１ケ月強でオーストラリアに訪問し

とうまくいかんよと懇々と指導を受けました。これはか

ますが、それにつきまして委員会を開こう

なり参考になりまして、やはり会社を、ロータリーをや

と思います。モリアルタRC恵美子さんか

っている以上、みんなに公平に出来るようにしようと思

らのメールで、現在会員は32名プラス名誉

います。先日もばったり廣瀬先輩と夜出会い、出会いは

会員4名でトータル36名ということですので、こちら個

大切でしょと言われましたが、私もそう思っています。

人々のお土産とクラブへのお土産等を協議したいと思い

ここにおられる方達と出会えて良かったなと思い、続け

ます。4月29日火曜日18:30～ちよせさんにて開催いたし

られるように今後も頑張って参りたいと思います。

ます。特に訪問される方はご出席下さい。
＝藤久保茂己会員＝

スマイルカード

宮丸龍昭委員長

藤本博和会長：先日のインターアクト長洲港クリーンア
ップに参加できずに申し訳ありません。参加された斉
藤青少年委員長、本庄幹事、廣瀬会員、佐々木SAAあ
りがとうございました。

私は前の校長が会員で誰か継がないと
ということで入会し、もう3年目となり
ます。それこそロータリーは何をすると
ころかなと思い、末宗会員に聞きました
が、私もまだ判らんとにかく来とけばいいじゃと言われ、
いまだに来ています。本校の場合はインターアクトクラ

本庄伸子幹事：今日の3分間スピーチ楽しみにしています。
末宗為十会員：我が社に新入社員が4名入りました。皆
頑張っています。

ブが非常にお世話になっており、責任を感じてやってい
ますが、ここに来て座っているだけですが、自分の為に
も非常に勉強になります。学校の教員というのは世間知

津々良洋一会員：先週例会欠席して色んな方に迷惑お掛
けしました。

らずで何もわかりません。うちの教員にもこのような場
に来て皆様に話をして貰いたいといつも思っています。

臼杵 確会員：本日は会長代行を務めさせていただきます。
石部幸二会員：職業奉仕のため早退します。
竹田 豊会員：職業奉仕のため早退します。

ニコニコ累計

５２７，０００円

インターアクト生は将来看護師となり大人との付き合い
が多くなり、患者さんと色んな分野の話が出来ないとい
けない、そのような面では、色んな事をしていただきロ
ータリーには感謝しています。インターアクトでの経験
は将来きっと役立つと思いますので、顧問にはとにかく
会員を集めるよう言ってあり充実してくればと思います。

内部卓話

また、当校には韓国からのスポーツ留学生もいますが、

３分間スピーチ「私とロータリー」
＝宮本順二会員＝
ロータリー2年目となりました宮本で

宇佐ロータリーに身元引受人をしていただいて、過去多
くの留学生がスムーズに手続きし卒業しています。ロー
タリーの力は本当にすごいなと思います。

す。まだロータリークラブがよく分かり
ませんが、出席を続けていれば必ず良い

＝藤本博和会長＝

ことがあるので、出てこいと飲み会があ

今日は遅れて来まして申し訳ありませ

る度に末宗先輩から言われます。この2年間かけてやっ

ん。理事会の審議事項が沢山ありまして

と皆様の名前を覚えるようになりました。この2年間で

出てきました。会長任期も後２ヶ月とな

り、あっという間で楽しくやらせていただきました。ロ

＝岩井謙次会員＝

ータリーというのは、先ほど宮本会員が言ったことが非

ロータリー歴は26～27年のところを動

常に心に響きました。会員がそこまでロータリーを生か

いていますけれど、おかげさまで何とか

せたことと、世の中の方達がロータリーを認めている。

かんとか皆勤で今年も目指していきます。

そして、それに沿う様な人間になるということが一番大

ロータリーの良さは、恐らくロータリー

事です。

に入っていなかったら知り合うことが無かったと思える

入会当時はバッチを付けていくことが恥ずかしくて、

方達ばかりで、ロータリーのお陰で色んな方達と出合う

やっていることが人様に見せられる様なことでなく、目

ことが出来幸いだと思います。他にも色々ありますが、

立たないように悪いことをしようとずっと思っていまし

一番は友と会えることで、仕事柄色んな人と付き合いが

た。ここに来ると目立ってしまって悪いことが出来なく

ありますが、週一回一緒に食事をする人はそういません。

なってきました。そこが人間形成という面で人生のター

カミさんともなかなかという時がありますので、本当に

ニングポイントだったように思います。ロータリーに入

ありがたいなという気持ちで一杯です。この出会いを今

会して価値観とかが変わってきました。ロータリーには

後も大事にしてゆきたいと思います。

素晴らしい方々がおられます。足下を見れば宇佐ロータ

これまで先輩方が築いてこられた西全州ＲＣとの姉妹

リーにも晴らしい方がおられ、私が思い悩みどうして良

クラブ、モリアルタＲＣとの友好クラブの関係は素晴ら

いか判らないときに、ロータリーのそんな色んな先輩か

しく、今年は藤本会長筆頭の下に私もオーストラリア訪

ら学ばせていただきました。私にも好き嫌いがあり、性

問に参加させていただきますが、そのお陰で私としては

の合わない方もいますが、避けて行けば自分の汚点とな

国際大会に初めて参加する機会を得るということになり

ります。嫌いな方達ほど積極的に好きになってもらうよ

ます。北から南の果て、真ん中に赤道がありますから、

う付き合ってまいりたいと思います。

地球にサザンクロス、南十字星が輝きますよという我々
のクラブです。国際ロータリーという言葉でいえば、う

＝辛島光司会員＝

ちのクラブは先駆けているのではないかと思います。北

カラアゲＵＳＡならぬ、辛島ＵＳＡで

は韓国の方々、南はオーストラリアの方々、それから全

売り出して行こうと思いますが、昨日映

世界の友という方向で進んでいくのではないかと思いま

画『カラアゲＵＳＡ』の試写会があった

す。藤久保先生から話がありましたように私も２０数年

そうで私も写っているとの情報を得まし

前仕事で韓国に行きましたが、その頃韓国も色々厳しい

たので、先ほどの廻った募金の箱には快く大きいのを入

状況下でありましたが、ロータリーバッチを見せるとど

れさせていただきました。

うぞという機会がありました。ですからロータリーはこ

私も入会して3年経ちましたが、ロータリーに対して

のバッチを大事にする必要があります。

どう感じているのかなと改めて振り返りますと、言葉は
悪いかも知れませんが、この場は足かせといいますか、
この場に出てこないと視野が狭くなっていたんだろうな

出席報告

米澤哲也委員長
第2298回（4月17日）

と思います。そんな自分に納得し甘やかせていたんだろ
うなと思います。この場に来ていろんな職種の方達と出

会

会い、まだまだ手を抜けないというか現状に満足してい

（内出席免除）

られないとの思いで、良い意味での足かせというか色ん

出

な方達に見られているんだなと思います。そんな張り合

（ 内 事 前 MU）

2名

いを今のロータリーに感じています。また年数を重ねる

欠

席

数

4名

と感じ方も違ってくるのかとは思いますが、自分にとっ

出

席

率

８７．１０％

て良い影響というのはそういうことかと思っています。
後々年数を重ねて良い影響を与えられる立場となれる様

員

総
席

数
数

32名
1名
27名

事前メークアップ

に、私もまだまだ頑張っていかないといけないのかなと

佐々木正博会員、松永忠昭会員（社会奉仕活動）
欠席者

思います。今何を目標にしていけばいいのか判りません

小野田義文会員、住本憲彦会員、新開洋一会員

が、皆様と接し、皆様の背中を見て、話を聞いて、何か

和田久継会員

を感じて行くことが今のロータリーと思っておりますの
で、末永く付き合ってください。
閉会点鐘 発行 平成26年4月24日

