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＊６月のプログラム予定＊

＊本日のプログラム＊ （6月19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 磯永喜八郎会員
６．出席報告

第

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」

回例会

平成

年

６月１２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

身深俊雄君、笛田孝行君、永松何奈子君（以上3名 宇佐八幡RC）

会長の時間

藤本博和会長

最終日を迎えたシドニー国際大会に、未来を担う若

本会議の中で、ガーナのロータリアン、ガートルード

者にスポットを当てた講演が行われたとのことで、開

さんは、会場を去るとき、自分の中に強い意欲とエネ

会式が今までにない一流のミュージシャンでコンサー

ルギーがみなぎるのを感じたそうです。「最高の本会

ト会場と化したのも、何となくこのことだったのかな

議でした。ロータリーの活力となる若者の可能性につ

と思います。

いて話を聞き、若い世代の一人として、大切なメッセ

私たちは本会議場に入ることなく開会式パート２に

ージを受け取ることができました」、ウガンダのロナ

出て、限られた時間の中でしたので出来る限り会場を

ルド・カワッドワさんは、若者が創る未来は明るいと、

回ったという状況で、皆さんも観光を捨ててまでそう

会場の出席者に語りかけました。33歳のロータリアン

いったことをしたというのは、ロータリアンとして非

である彼は、ロータリーの未来は、若い会員にどれだ

常に良かったのではないかと思いますが、まだ見て回

け力を与えられるかという点にかかっていると訴えま

りたかったところがあり、心残りなところはあります。

す。「ロータリーが変革の道を歩む必要があるなら、

事務局
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新世代の発展と支援がカギとなります。若者と協力で
きなければ、未来における持続可能な発展は不可能で
す」、ケルシー・コックスさんは、本会議の講演で、

2）地区より「各クラブのＩＴ環境現状調査」提出
6/25水まで
3）2014～15年度 第30回インターアクト年次大会開

辺地での貧困解消と発展に取り組むためのテクノロジ

催のご案内；7月26日(土)・27日(日)

ーと教育の活用について紹介。貧困や不平等といった

安心院文化会館、安心院高校にて。

大きな問題も、創意工夫しながら、テクノロジーを利
用して教育支援を行うことで変化をもたらすことがで

4）糸口学園より「映画チケット寄贈のお礼状」
２．例会変更

きると話します。これは「一人じゃできないことも、

宇佐2001RC：①6/18(水)→6/22(日) 下関方面に変

力を合わせればできることがあります。チャンスは協

更；家族親睦例会の為 ②6/25(水) 19:00～「萬

力から生まれるものです」

寿軒」に変更；大納会の為

それから、ラビンドラン氏が、2015-16年度RI会長
への就任を受諾しました。本大会中の選挙により、
K.R. ラビンドラン氏（スリランカ、コロンボ・ロー
タリークラブ）がRI会長エレクトとなることが決定さ

中津中央RC：6/24(火) 18:30～「グランプラザ中津
ホテル」に変更；最終例会の為
３．週報受理
中津RC、中津中央RC、大分キャピタルRC

れ、これによりラビンドラン氏は、2015-16年度に

４．理事会報告 なし

2015-16年度にロータリーのリーダーシップを担うRI

５．お知らせ

会長となることが正式に決定されました。ラビンドラ
ン氏は、ポリオ撲滅活動が重要な時期を迎えているこ
とに言及。「ポリオとの闘いは、ゆっくりではありま
すが、確実にゴールへと近づいています。ロータリー
の人道的奉仕を通じて、これからも多くの子どもたち
に手を差し伸べていきましょう」、会員数が停滞して
いることにも触れ、「手綱をひきしめ、現状に満足し

1）先週に引き続き、モリアルタRCからの記念品、
調印書等を展示しています。
2）出欠の回覧をしていますので、ご確認ください。
①最終例会 ②親睦家族旅行 ③IA年次大会
3）次週の例会終了後に、藤本年度と臼杵年度の理事
会を開催致します。
６．欠席連絡

てはならない」と呼びかけました。また、ロータリー

臼杵 確会員、奥田和茂会員、小野田義文会員

の活動を多くの人に紹介するために、ブランドリソー

藤久保茂己会員、和田久継会員

スセンターを活用しながらコミュニケーションを図っ
ていく必要性を訴えました。

７．本日の当番
藤林鋭司会員、藤本博和会長

オーストラリアのアボット首相が開会式で演説され、
ポリオ撲滅に1億ドル寄付（100億円）することを言っ
ておられました。

宇佐八幡ロータリークラブより
次年度インターアクト年次大会の御案内

世界大会におきましては国を挙げてのおもてなしと

7月26日～27日インターアクトの年次大会をホス

いうことだと思いますが、公共交通機関は電車１～５

トクラブ安心院高校ＩＡＣで、サポートクラブが宇

ホームまでロータリアンのためにあけて、バスもフリ

佐八幡ＲＣで行います。何しろ初めてなもので、四

ーパスでした。今回はタイトなスケ

苦八苦していますが、今日はご協力と、多数のご登

ジュールの中、参加の皆様が粛々と

録のお願いにあがりました。
＝詳細については割愛いたします＝

協力してくれたことは、帰ってきて
非常に嬉しく思っております。あり
がとうございました。

幹事報告

本庄伸子幹事

１．来信
1）地区より「次年度ブライダル担当会員推薦のお願
い」提出6/16月まで

◎次年度クラブ運営管理委員会

委員会報告
◎青少年奉仕委員会

斉藤順一委員長

6月のインターアクトの例会は来週16日(月)の3時45

幡手一義委員長

クラブ奉仕・Ｒ情報・親睦活動・プログラム・出
席・監査・ＳＡＡを一緒に準備委員会を行います。

分から柳高音楽室で行いますので宜しくお願いいたし

本日6月12日18:30～米沢観光園です。宜しくお願い致

ます。それから次年度準備委員会を次週例会前に行い

します。

ますので委員の皆さんにはご参加下さい。また、次年
度のIA年次大会はすぐ近くでありますので、多くのご

◎親睦活動委員会

宮丸龍昭委員長

6月29日(日)に家族親睦旅行を行います。回覧の方

参加をお願い致します。

に日程等書いていますので、ご参加宜しくお願い致し
◎次年度社会奉仕委員会

川端克弥副委員長

ます。

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。委員の方にお配りした資料を当日お持
ち下さい。
◎次年度国際奉仕委員会

宮丸龍昭委員長

身深俊雄氏：ひさしぶりです。7/26～27安心院でイン
河村正一委員長

時間があまりありませんので次年度社会奉仕委員会
にご無理いいまして、合同で準備委員会を行います。
委員の方は宜しくお願い致します。
◎社会奉仕委員会

スマイルカード

ターアクトの年次大会が開催されます。今日は皆様
に参加のお願いに来ました。
笛田孝行氏：久しぶりにメークアップさせてもらいま
す。インターアクトのご協力よろしくお願いします。
永松何奈子氏：今日はインターアクト年次大会のお誘

山井辰夫委員長

本日の例会終了後に、メルクス横桜並木に名札を付
けたいと思いますので、お時間の許す方はご協力お願
いいたします。予算がありませんでしたので藤本会長
に名札を作ってもらいました。
（実施報告）参加者9名
藤本会長､本庄幹事､石部会員､岩井会員､川端会員
佐々木会員､津々良会員､米澤会員､山井委員長

いにやってまいりました。一人でも多くのインター
アクト生、ロータリアンの登録をお待ちしておりま
す。
藤本博和会会長：シドニー国際大会の報告よろしくお
願いいたします。会長の時間もあと３回で終わりま
す。１年間ご清聴ありがとうございました。
本庄伸子幹事：オーストラリアに行った皆さん、本日
は卓話よろしくお願いします。
新開洋一会員：次期臼杵会長、佐々木幹事、藤林会員
増強委員長には、大変お世話になりました。研修の
内容は別にして、良い研修ができました。
河村正一会員：久しぶりにホームクラブ例会に出席し
ました。オーストラリア訪問と世界大会出席では大
変お世話になりました。
末宗為十会員：次年度社会奉仕委員会6/17(火)18:30～
翔山にて、委員の皆様出席よろしくお願いします。
石部会員に写真をいただきました。
佐藤憲三郎会員：パストプレジデントのバッジをいた
だきました。
佐々木正博会員：会員増強セミナーでは新開地区委員、
藤林委員長にお世話になりました。
松永忠昭会員：職業奉仕の為早退します。

ニコニコ累計

５８６，０００円

如かずで、2万人3万人が世界中から集まって民族衣装

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」
岩井謙次会員

をまとい、これが世界大会かと、実際に行ってみて初
めて感激します。
会場でアフリカの女性の方だったと思いますが、フ

シドニーの国際大会は他の方にお任

ランスの方が先に取っていた席に、まだ空席だからと

せして、私はモリアルタＲＣとの延長

座ってしまい、フランスのご夫婦の奥さんがここは私

調印の方を話したいと思います。

たちの席ですよという意味のことを言ったところ、え
らい剣幕で一喝してそのままドスンと座っていました

交流は19年になりますが、その前が
ありましてモリアルタさんとのご縁は21年くらいにな

が、始まる前になると居心地が悪いのかいなくなった

ります。調印をして19年その間色々なことがありまし

ということがあり、呆気にとられました。・・・・・

て、シンガポールからアデレイドへ向かう飛行機の中、

私事ですが、オーストラリアから帰って一晩は自宅

ずっと思い出を浮かべながら大陸を横断しました。20

に泊まりましたが、次の朝から石垣島に行き、沖縄で

年前の話になりますが、岡本さんという先輩が旅行先

大会があって合計10日間宿泊を変えたので、家に泊ま

のオーストラリアでメークアップされた際に恵美子さ

ったのも旅行の延長線のような感じがして、10日間彷

んとお知り合いになり、日本に来ることがありました

徨いました。本当に疲れました。

ら当クラブにメークアップに来られませんかとお誘い
をしたのが始まりで、ご承知のとおり恵美子さんはす
ぐに来られました。
当時韓国西全州ＲＣと姉妹クラブを結んでいました
ので、友好クラブという形で進めていこうということ
で松本会長年度にモリアルタＲＣを訪問する際、ある
先輩（花水会員）から調査だけだよ、調印はするなよ
と念を押されて行きましたが、向こうは始めから調印
する気で準備がなされており、調印してしまいました。
帰ってから花水先輩から大変なお叱りを受けましたが、
やはり南の果ての南極が見えるところまで飛んで行っ

出席報告

ていて、改めて出直して参りますとはいかず、松本会
長の手を押したばっかりに友好クラブの結縁となりま
した。当時は1年越しでしたがそれでは大変ですし、
西全州ＲＣもありますので、2年越しに交互に訪問と
いうことで、各年度の会長は迎え入れるか訪問するか
の、逃れられない仕事が出来たということです。
ということで、今回は藤本会長年度の訪問で会長に
はご足労頂いたという訳ですが、本人は相当に喜んで
おり向こうでも非常に歓待をされて、人生の思い出に
なったのではないかなと思います。
（以下省略）
河村正一会員
皆さんの感想を聞くとくたびれたと
言っておられますが、私も同感です。
世界大会は藤本会長とで今回3回目で、
次回はブラジルですが、遠いし治安は

米澤哲也委員長
第2305回（6月12日）

会 員 総 数
（内出席免除 ）
出

席

数

33名
0名
27名

（ 内 事 前 M U）

2名

欠

席

数

6名

出

席

率

８１．８２％

事前MU
臼杵 確会員、藤林鋭司会員(会員増強セミナー）
欠席者
奥田和茂会員、小野田義文会員、住本憲彦会員
竹田 豊会員、藤久保茂己会員、和田久継会員
※出席率の更正
◎5/29の出席率は78.13％→８４．３８％に更正
事後MU 新開洋一会員(会員増強セミナー)
津々良洋一会員(社会奉仕活動)

悪いのですが、会長は行きますか？
1回行くと人の話を色々聞くよりも、百聞は一見に

閉会点鐘 発行 平成26年6月19日

