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＊６月のプログラム予定＊

＊本日のプログラム＊ （6月12日）
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 「モリアルタRC訪問と
シドニー国際大会の報告｣
６．出席報告

会 長

5日 内部卓話「モリアルタRC訪問とシドニー国際大会の報告｣
12日 内部卓話「モリアルタRC訪問とシドニー国際大会の報告｣
19日 内部卓話 磯永喜八郎会員
26日 藤本年度最終例会

18:30～ かんぽの郷宇佐

クラブ協議会「年度の活動報告」

年

６月

５日

の記録

開会点鐘
 ソ ン グ

君が代、奉仕の理想

 ゲ ス ト

なし

 ビジター

なし

会長の時間

藤本博和会長

2週間ぶりでございますが、皆さんのご協力を

Friendship Agreement Ceremony between Morialta

持ち9名のメンバーと共に、モリアルタＲＣとの

and USA Rotary Club

友好結縁延長調印式と国際大会への参加6日間に

Good evening . Thank you for introducing me, I am

渡り無事終えて参りました。個性派の9人のメン

the president of Usa Rotary Club in 2720 Area of

バーが一丸となって行くというのがまたロータリ

Japan Hirokazu Fujimoto.

ーのすばらしさを感じた次第です。

モリアルタロータリークラブの皆さんこんばん

私もどうしても英語でスピーチをしてみたくて、 は。私は只今紹介されました2720地区宇佐ロータ
川端会員の奥さんに一年間ついて英語の勉強をし

リークラブ会長の藤本博和と申します。

ました。スピーチの内容を紹介いたします。

事務局

〒872-0032 大分県宇佐市江須賀2999-2 (株)ユニックス内
ＴＥＬ．ＦＡＸ：０９７８－３８－２３７０ http://www.usa-rotary.com/

In the beginning, the fundamental relationship

また、友情の中での支援事業においてもモリア

between Morialta and Usa Rotary Club was started

ルタロータリークラブの東ティモールに始め石部

from1995.Since then, we have been keeping good

年度のマッチンググランドによるフィリピン、ス

relationships for 19 years.

ービックで富田恵理子さんがボランティアで運営

私たち宇佐ロータリークラブとモリアルタロー

しているWishHouseへ救急車の寄贈を行いました。

タリークラブの友好関係の調印式は1995年に始ま
り今年で19年目を迎えることができました。

This support project would not have succeeded
without your great support. We really appreciate

And this time, we are going to attend the
international convention in Sydney as well.
今年はシドニー国際大会と兼ねての訪問となり

your support.
この一連の支援事業は、あなた方モリアルタの
支援なくして成功しませんでした。本当に感謝し

ました。

ております。

It is our great pleasure that we are able to have a

In addition, we will be able to support poor families

wonderful extension of our friendship agreement

in Philippines, such as giving books and bookshelf for

ceremony with our special guests Governor Ms.

children who have no chance to read these things by

Wendy Gaborit and Mr. Simon Brewer and Morialta

using Fujimoto’s year district subsidy.

Rotary Club. We are so glad to have this ceremony

Once again, we really appreciated that this warm

with you.

friendship and contribution are helpful for this fact.

本日、ご出席のガバナーのガボルトウエンディ

そして藤本年度地区補助金での貧困家族への子

ーさん、キャンベルタウンからサイモンブロアさ

供の教育、識字率向上への送迎用のトライシクル

ん、モリアルタロータリークラブと共に、すばら

と本棚、書籍の援助等を2年間にわたり完結する

しい友好調印式ができる事をわたくし共ども大変

ことができましたのも、貴ロータリークラブの温

うれしく思います。本日は、ご出席大変ありがと

かい友情と支援のおかげです。

うございました。

In the frame of international Rotary, our relationship
I would like to say thank you for the original

passing across the borders, is very important for

members who have initiated this friendship. We will

each of our members and surely makes us global.

continue to keep good relationships in a future.

国際ロータリーの枠組みの中で、国を越え貴ク

This friendship relation is becoming the pride of our

ラブ間との結びつきは、クラブ会員の一人一人の

club members.

人生はもとよりグローバルなものにし豊かで楽し

今日までお互いの先輩達が築いてきた友情が今

いものにしたことは疑う余地もありません。

そして未来へと歴史になってゆき両クラブの交流
は、親睦と友情は掛替えのない財産になっており
ます。

Lastly, I wish Morialta Rotary Club and members
more and more success and all of you good health
and happiness. Thank you very much.

Also I would like to mention that after starting with

出会いに感謝し皆様の

your aid project in East Timor in the past, with

お幸せとご活躍をお祈り

President Ishibe last year we could have a matching

しご挨拶とさせて頂きま

grant to donate an ambulance to Eriko Tomita,who is

す。ありがとうございま

conducting the Volunteer House in Subic, Philippines.

した。

2）最終例会の出欠について回覧を開始します。

入 会 式

3）薬物乱用防止キャンペーンについて回覧中

奥田 和茂 会員

（参加可能な方は名簿にご記名ください）
4）事務局からの例会案内FAXにジャケット着用
お願い等の連絡事項を記載していることもあ
りますので、欠席されない方もご覧いただく
ようにお願いします。また連絡なしで欠席す
ることのないようご協力お願い致します。
事 業 所：奥田生コン株式会社
職業分類：生コンクリート製造
推 薦 者：宮丸龍昭会員

６．欠席連絡
新開洋一会員、藤久保茂己会員、和田久継会員
７．本日の当番

本日入会しましたが、右も左も分かりません。
御先輩方皆さんのご指導ご鞭撻の程、宜しくお
願い申し上げます。

住本憲彦会員、幡手一義会員

今月のお祝い
【本人誕生日】

幹事報告

本庄伸子幹事

１．来信

斉藤順一会員：6月7日で46才にな
ります。これからも健康第一で

1）杵築RCより｢社是･社訓等調査報告書｣；回覧
2）地区より｢第3回クラブ研修リーダー育成セ
ミナーの記録誌｣；参加者へ配布
3）日田RCより｢創立50周年記念式典の駐車場に
ついて｣

頑張りたいと思います。
【配偶者誕生日】
砂山正則会員：家内の誕生日を一緒に祝って頂
きありがとうございます。
松永忠昭会員：今後とも大事にしてきます。

4）中津RCより｢60周年記念誌｣；参加者へ配布
２．例会変更
宇佐八幡RC：①6/13(金)→6/12(木)19:00～に変
更；新会員歓迎例会の為

②6/27(金)は19:00

～「ステーキハウス R10」に変更；大納会の為
中津RC：6/25(水) 18:30～「グランプラザ中津
ホテル」に変更；最終夜例会の為
別府RC、別府北RC、別府東RC、別府中央RC
３．週報受理
杵築RC、津久見RC
４．理事会報告
なし
５．お知らせ
1）モリアルタRCからの記念品、調印書等を展
示しています。

【結婚記念日】
是永潤一会員：6月10日で結婚35周年になります。
佐藤憲三郎会員：6月17日は35回目の結婚記念
日です。お祝いありがとうございます。
山井辰夫会員：結婚記念日です。

委員会報告
◎次年度広報委員会

藤本会長をはじめ参加された皆様には大変お世
本庄伸子委員長

委員の皆さんには先ほど大まかにお伝えしまし

話になりました。奥田新会員、入会おめでとう
ございます。

たが。6月10日18:30～米沢観光園にて次年度準備

佐藤憲三郎会員：オーストラリア訪問の皆様お疲

委員会を開催いたします。尚、会員増強委員会及

れ様でした。お土産話楽しみにしています。

びＲ財団委員会も一緒に行います。

是永潤一会員：モリアルタRC延長調印式ならび
にシドニー国際大会への参加お疲れ様でした。

◎次年度社会奉仕委員会

末宗為十委員長

次年度社会奉仕委員会を6月17日18:30～翔山に
て開催いたします。委員の方はご出席宜しくお願

幡手一義会員：会長、幹事、国際奉仕委員長、皆
さんオーストラリアでは大変お世話になりました。
津々良洋一会員：モリアルタRC訪問では参加者
の皆様お疲れ様でした。週報作成では事務局に

い致します。

迷惑掛けています。
◎次年度クラブ運営管理委員会 幡手一義委員長
クラブ奉仕・Ｒ情報・親睦活動・プログラム・

山井辰夫会員：奥田君入会おめでとうございます。
臼杵

確会員：オーストラリア訪問の皆さんお帰

出席・監査・ＳＡＡを一緒に準備委員会を行いま

りなさい！奥田君入会おめでとうございます。

す。場所は6月12日18:30～米沢観光園です。宜し

本日早退させていただきます。

くお願い致します。

ニコニコ累計

５７５，０００円

◎社会奉仕委員会 山井辰夫委員長
来週の例会終了後、メルクス横桜並木で、藤本
会長に作っていただいた植樹した際の学校の名札
を樹に付けたいと思いますので、時間のある方は

内部卓話
「モリアルタＲＣ(友好クラブ)訪問と
シドニー国際大会の報告」
石部幸二会員

ご参加お願い致します。
無事に帰って参りました。３泊
６日という強行スケジュールに耐

スマイルカード

宮丸龍昭委員長

藤本博和会長：モリアルタとシドニー国際大会参

え、で何で３泊６日なんだろうと
いう疑問を持ちつつ、飛行機の中

加の皆さんお疲れ様でした。また親睦と多くの

で２回寝て、心身共に疲れ、アデレイドに着く頃

ことを学ぶことができました。ロータリーのお

には体力を振り絞り、着いた日にゴルフをハーフ

かげです。

回りその日の夜には延長調印式に臨みと、本当に

本庄伸子幹事：無事に帰ってきました。お世話に
なりました。
廣瀬辰彦会員：モリアルタRC訪問団の皆様お疲
れでした。

疲れた６日間でした。初めて世界大会というセレ
モニーに参加させて頂きまして、皆さん共通の思
いだと思いますが、人の多さに驚かされました。
参加人数が約２万人、会場は午前の部と午後の部

末宗為十会員：奥田君入会おめでとうございます。 に分かれていまして、我々は午後の部からでした。
モリアルタRC調印式及び国際大会に出席され

会場の開始は午後４時からでしたが、早めの３時

た皆様大変お世話になりました。

に入場しまして２階のステージに近い席を陣取り

石部幸二会員：国際大会より無事戻ってきました。 見させていただきました。すごく感動したという

こともありませんでしたが、アトラクションのヒ

ゃないと言う幹事の言葉でまた大会会場に行き、

ューマンネイチャーという有名なグループの演奏

3日間に渡り会場に行ったわけですが、今まで3回

が１時間半あり、地元では非常に有名でチケット

オーストラリアに来ましたが、観光全くゼロとい

も高額でとれないようなグループだそうですが、

うのは今回が初めてです。幹事のお陰で良い世界

我々は何の感動もなく30分くらいで岩井さんから

大会に行けたと思いました。それから、会場で寿

タバコの誘いがあり外で時間をつぶし、もう終わ

崎ＰＧをお見かけしました。

ったかなと戻ったらまだしている。ＲＩ会長の話
を真面目に聞きに来たのであって、ヒューマンネ
イチャーの演奏を聴きに来たのではないと岩井さ
んは怒っておりました。ＲＩ会長の話は15分程度
で短かったですが非常に良かったです。来年のブ
ラジルの国際大会にもまた参加しようかとちょっ
と思いました。・・・・・
幡手会員の発した「聞くだけじゃ分からんな、や
っぱり来な分からんな」と言う言葉が非常に印象
深く脳裏に焼き付いています。
幡手一義会員
初めてオーストラリアに行かせ
てもらって感動して帰りました。
話しを聞くのと見るのは大違いで、
やはり行って良かったです。特に
感じたのはスケールが全ての面で大きく、オース
トラリアは四国を大きくしたような形をしており
アデレイドは四国の土佐より徳島よりにあるよう
な位置で、人口は120万人、南オーストラリア州
は140万人アデレイドの地名は王様のお后の名前
末宗為十会員
帰って参りました。石部会員の

にちなんでおり、モリアルタはアデレイドの中の
区だそうです。アデレイドの空港に到着し、ピー

話を一つも否定するところはあり

ターと恵美子さんが専用バスで出迎えていただき、

ません。くたびれて後の言葉が出

ホテルに行くにはまだ早いと言うことで、植民地

ないくらいですが、今回の国際大

時代イギリスから初めて着いた港に案内されまし

会への参加はやはり1回は出てみて、良い悪いは

たが、この海辺は磯の香りがしており、自然の豊

判断すればいいんじゃないかと思いました。今回

かさを感じました。・・・・昼はゴルフ場で食事

の訪問で感心したのは、皆さん非常に真面目で、

をごちそうになり、19年前の友好結縁した当時の

予定ではシドニーでの観光も組んでいましたが、

会長さんが見えられて大変な歓迎を頂きましたが、

観光を中止してまずは世界大会の会場に行き、先

ご高齢で夜の調印式には出られないとのことでし

に受付を済ませ帰って食事、次の日も早くに会場

た。その後みんなはゴルフをし、ゴルフをしない

に行き真面目に聞き、次の日も観光に来たわけじ

3人は観光をさせてもらいました。・・・・・・

国際大会の会場はシドニーオリンピック記念パ
ークで、建物は官兵衛の兜を逆さにしたような形
をした体育館でした。会場には友愛の広場があり、
そこで色んなものを売っていましたが、そのうち
非常に混み合ってきて食事も立ったままでするよ
うな状況になり、買い物も出来ない状況でしたの
で。次の日も観光をやめて会場に行きました。皆
さんも話しを聞くだけでなく、一回は行ってもら
えば良いかなと思います。
〈残りの報告は、次週の例会に続きます〉

モリアルタRCからの記念品

出席報告

米澤哲也委員長
次年度会員増強セミナー

第2304回（6月5日）
会 員 総 数
（内出席免除）
出

席

数

33名

6月8日(日)13:30～16:30 グランメッセ熊本

0名
29名

（ 内 事 前 MU）

3名

欠

席

数

4名

出

席

率

８７．８８％

事前MU
河村正一会員、竹田豊会員、藤林鋭司会員
(以上3名 シドニー国際大会）

欠席者

出席者4名
臼杵会長、佐々木幹事、藤林委員長
新開地区委員（いずれも次年度役職）

岩井謙二会員、新開洋一会員、藤久保茂己会員
和田久継会員

閉会点鐘 発行

平成26年6月12日

