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＊７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．｢新年度の抱負」臼杵会長、佐々木幹事
６．出席報告

第

会 長

平成

3日 ｢新年度の抱負」臼杵 確会長、佐々木正博幹事
10日 ｢新年度の抱負」五大奉仕委員長
17日 外部卓話 ｾﾝﾄﾊﾞﾙﾅﾊﾞﾏﾀﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 冨田江里子氏
24日 内部卓話 是永潤一プログラム委員長
31日 内部卓話「インターアクト年次大会の報告」

年

６月２６日

の記録

藤本年度最終例会 18:30～ かんぽの郷宇佐
開会点鐘
 ソ ン グ
 ゲ ス ト

それでこそロータリー
なし

 ビジター

なし

会長の時間

藤本博和会長

私年度初めに石部清周会員

4）周りのすべてに忍耐力を持つ事。

の葬儀に伺い、ロータリー会

5）生きることに対して情熱と勇気を忘れない事。

員（名誉会員）として99歳ま

6）自分の人生に少しだけ寛大である事。

で生きられたことが印象に残

7）時々羽目をはずす事。

っており、この一年間100年生きるための方法、

8）人生を楽観視させてくれる人と仕事を持つ事。

このことを時あるごとに胸にやって参りました。

私の趣味の一つにゴルフがあります。ゴルフを

1）恐れを払拭し、先入観を脱ぎ捨てる事。

始めたきっかけは、営業でした。根っからの仕事

2）心騒がず嫉妬と恨みを心の隅に追いやる事。

師でまったく営業には向かない人間でしたから、

3）心の中にいつも子供心を持つこと忘れない事。

クラブは持っていなくて隣の兄ちゃんのクラブを

事務局

〒872-0032 大分県宇佐市江須賀2999-2 (株)ユニックス内
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借りて、お客様と商社の方と業者、その中にのち

為100枚発注…50周年を含む基金積立てより

の私の人生の師匠にもなるゴルフの師匠がいまし

支出

た。1泊で行ったのが初めで、由布高原で朝霧の
中、第一打は空振りでした。スコアーは127か129

4）定款細則委員会について；委員3名選出（廣
瀬辰彦会員、津々良洋一会員、本庄伸子会員）

でした。師匠から筋がよい、練習すればうまくな

臼杵年度 1)～2)承認、3)～4)保留

ると言われ、人間褒められればその気になるもの

1）7月プログラムについて

で今に至っております。私的には、ゴルフは人間

3日 臼杵会長、佐々木幹事「新年度の抱負」

関係を作るのに大変役に立っております。偏った

10日 五大奉仕委員長「新年度の抱負」

考えにならないように気を付けております。ハイ

17日 外部卓話 冨田江里子氏

スコアーは72で、H15年6月15日中津カントリー

※柳ヶ浦高校にて

で2ボギー2バーディーノータッチプレイでした。

12:30～例会場にて点鐘、食事、会長の時間等

去年はホールインワンも出ました。何事も一生け

13:00～柳ヶ浦高校へ移動、13:20～冨田さんの講話

ん命に集中してやると、自分の中で奇跡に近いこ

24日 内部卓話 是永潤一プログラム委員長

とが起きる事が有るのです。そこには色々な条件

31日 内部卓話「IA年次大会の報告」

があり、すべてが噛みあった時に起こるのです。

2）インターアクト年次大会登録について；当ク

それが褒美なのです。今回妻が親睦旅行に同行し

ラブからは全員登録して協力する。登録料

てくれるようになったのもその一つです。ロータ

4,000円は会員負担とし、7月25日に会費等と

リーのおかげです。この一年得るものが沢山あり

一緒に口座振替で徴収いたします

ました。これからも自分らしさを忘れずに、自分
にできることを少しずつやって行きます。

3）予算案について；第1案を元に、準備委員会
等で出た要望や意見を検討して再考する
4）地区ブライダル担当会員推薦について；推薦

幹事報告

本庄伸子幹事

１．来信

者が挙がらず保留中
５．お知らせ
1）インターアクト年次大会に参加できる方を確

1）日田RCより「創立50周年記念式典のお礼」
2）日出RCより「創立30周年記念式典のお礼」
3）宇佐八幡RCより「インターアクト年次大会
へのクラブ会員の協力登録について(お願い)」
２．例会変更

なし

３．週報受理

なし

４．理事会報告
藤本年度 1)～4)すべて承認

認しています。
2）今年度、各委員会で未精算の支出がありまし
たら至急お知らせください。
６．欠席連絡 小野田義文会員

スマイルカード

宮丸龍昭委員長

藤本博和会長：藤本博和年度を無事に終えること

1）ポリオプラス寄付について；今年度は1,700

ができました。皆さんのご協力ありがとうござ

ドル=173,400円をロータリー財団へ送金する

いました。臼杵年度もいよいよスタートです。

2）国際奉仕委員会使途報告（オーストラリア訪
問）について；合計 277,305円
モリアルタへ記念品、モリアルタへスマイル
宇佐⇔福岡空港タクシー代、宇佐RC会員へ記念品

3）クラブバナーの作成について；残りわずかな

またよろしくお願いします。
本庄伸子幹事：1年間お世話になりました。あり
がとうございました。
廣瀬辰彦会員：藤本会長、本庄幹事一年間ご苦労
様でした。

岩井謙次会員：会長、幹事一年間御苦労様でした。

三方のお陰様です。今年度藤本会長ご苦労さま

出口幸太郎会員：藤本会長本庄幹事、一年間ご苦

でした。

労様でした。
山井辰夫会員：藤本会長、本庄幹事おつかれさま
でした。
河村正一会員：藤本会長、本庄幹事大変おつかれ

事務局秋野さん：藤本会長、本庄幹事一年間お疲
れさまでした。

ニコニコ累計

６５２，０００円

でした。
佐藤憲三郎会員：藤本会長大変お疲れ様でした。
少しの間だけホッとして下さい。

出席報告

第2307回（6月26日）

藤林鋭司会員：藤本会長、本庄幹事、一年間お世
話になりました。お疲れ様でした！
津々良洋一会員：藤本会長、本庄幹事１年間お世
話になりました。
和田久継会員：藤本会長、本庄幹事一年間大変お
疲れ様でした。
末宗為十会員：会長一年間お疲れ様でした。来年
度も100％出席します!!
石部幸二会員：会長、幹事1年間御苦労様でした。

米澤哲也委員長

会 員 総 数

33名

（内出席免除）
出

席

0名

数

32名

（ 内 事 前 MU）

0名

欠

席

数

1名

出

席

率

９６．９７％

欠席者 小野田義文会員
※出席率の更正

臼杵 確会員：会長、幹事おつかれ様でした。

◎6/12の出席率は84.85％→８７．８８％に更正

是永潤一会員：藤本会長、本庄幹事一年間お疲れ

事後MU 奥田和茂会員(宇佐八幡RC)

様でした。

閉会点鐘

住本憲彦会員：藤本会長、本庄幹事一年間お疲れ
様でした。
幡手一義会員：藤本会長、本庄幹事おつかれさま
でした。
佐々木正博会員：藤本会長、皆様ご苦労様でした。

クラブ協議会
「今年度の活動報告」
■藤本博和会長
皆さん今晩は。そして本庄幹事お疲

大変お世話になりました。次年度もよろしくお

れ様でした。またクラブ会員の皆さん

願いします。

と事務局の秋野さん一年間無事に終われたことに

米澤哲也会員：一年間ありがとうございました。
斉藤順一会員：青少年委員長斉藤です。一年間お
世話になりました。
宮丸龍昭会員：藤本年度大変ご苦労様でした。会
員の皆様、一年間親睦にご協力いただきありが
とうございました。
砂山正則会員：本日、厚生労働大臣の特別表彰を
頂戴いたしました。

感謝いたします。
2013～2014年度方針については、５つのことを
掲げました。
1）出席率90％は87％台ということになり、欲を
言えばもう少しでした。
2）会員3名増強は±0名でした。末宗会員増強委
員長宮丸親睦委員長のおかげで奥田和茂会員が
入会されたことは大変うれしいことでした。

カラシマ☆USAこと辛島光司会員：本日のRCコン

3）インターアクト活動強化。斉藤青少年委員長

ペおつかれ様でした。慎ましく、控えめに、さ

を初め藤久保先生、大谷先生、会員の協力で活

り気なく優勝させていただきました。同組のお

動が形として動き出しました。

4）シドニー国際大会参加とモリアルタ友好調印

■本庄伸子幹事

式。９人もの力強いメンバー先輩たちと共に楽

藤本会長、一年間本当にお世話にな

しいうちに終えることができました。私にとっ

りました。会員の皆様へは気遣いが足

ても心に残る調印式になりました。

りず、ご迷惑お掛けしましたことをお詫びいたし

5）地区補助金フィリピンの支援事業。藤林国際

ます。幹事として事務処理や数々の通信資料等に

委員長、石部財団委員長、米澤国際委員、河村

追われ、全く余裕のない一年間だったと思います。

会員と共にスービック（WISH HOUSE）への

こんなに沢山仕事があるんだなと、先輩の皆様方

トライシクル、書籍、衣類など（アユタヤ族へ

を尊敬しているところです。活動報告といたしま

も）寄贈。足かけ３年の事業もクラブ会員の皆

しては、一年間を通し、通常例会、インターアク

さんの協力をもって終えることができました。

トクラブ例会がございました。また、通年活動と

前年度は忙しい中、津々良会員も同行してくれ

して、社会奉仕委員会のフラワーロードと桜並木

ました。

の手入れ、その他：各愛好会行事（登山、ゴルフ、

ニコニコもおかげさまで予定額をクリアーする

ワイン）、外部卓話、地区セミナーなど。

ことができました。
今年度ロン・Ｄ・バートンＲＩ会長は（ロータ

毎月の主な行事としては、
7月 冨田さん来訪、秋吉ガバナー補佐訪問

リーを実践し皆に豊かな人生を）このテーマを掲

8月 クラブ協議会、会員増強フォーラム

げ、春まだ浅い人吉の地で一人PETSに参加して、

9月 ガバナー公式訪問（4クラブ合同）

私の年度がスタートしました。人吉には地区協議

10月 観月例会、4クラブ合同スポーツ大会

会、地区大会と３度行きましたが色々な人にお世

11月 フィリピン訪問 スービックRCとともに

話になりました。大変良い街です。
クラブテーマとして掲げた「ロータリーの原点
を見つめてロータリーを楽しむ」
是永職業奉仕委員長による職場訪問例会は、安
心院葡萄酒工房にて開催。親睦の観月例会と句会、

冨田さんの産院等訪問 地区補助金でトラ
イシクル寄付
ＩＭ（山香庁舎にて）
12月 世界RC月間 IACとともに清掃活動
年次総会

四クラブ合同グラウンドゴルフ及び夜間例会。山

1月 新年例会、IAC卒業式

井社会奉仕委員長によるインターアクト合同桜並

3月 地区大会（熊本県人吉市）

木の草刈り、図書の寄贈。それぞれのカリキュラ

先輩に学ぶ 講師

ムをやり遂げ、宮丸親睦委員長においては、「原

4月 花見例会、IAC清掃活動

点を見つめてロータリーを楽しむ」の趣旨をよく

5月 IAC宇佐航空隊平和ウォーク

理解してくれ、すべての行事で原点を見据えて楽

フォーラム（定款・細則）

しくやり遂げることができたのも各役員、理事、

オーストラリア モリアルタRC訪問

委員会、会員のご協力のおかげです。もちろん妻

友好クラブ継続調印式

洋子さんにも感謝申し上げます。
そして結果をまとめますと、満杯に充電をして

6月 国際大会参加（オーストラリア シドニー）
最終例会

勢い良くスタートし、彼方にぶつかり、此方にぶ

家族親睦旅行（福岡市美術館・アサヒビー

つかりながら、楽しく仕事を果たし、凛として充

ル園・明太子道場）

電器に着地したルンバ状態です。この一年会長と

１年間ありがとうございました。

して、ロータリーで多くの素晴らしい経験ができ
ました。皆さんありがとうございました。

■クラブ奉仕委員会 臼杵 確委員長
時間が押し迫っておりますので、少

会長・河村プログラム委員長・米澤出席委員長
と、国際奉仕委員長の私を含め５名です。

し簡潔にさせていただきます。まずは、

行程は、昨年11月15日福岡空港より出発～翌16

藤本会長、本庄幹事一年間お疲れ様でございまし

日に、【トライシクル(サイドカー付きバイク)】

た。特に藤本会長のバイタリティとパワーにより、

及び、【本・本棚】と、【義援金】並びに【衣類】

この一年間会員の皆様も楽しく活動が出来たので

を贈呈して参りました。

はないかと思います。クラブ奉仕としましては、

また、17日には奥地の山間にひっそりと暮らす

皆様の活動をバックアップするということで、

《アエタ族》を訪問し、【衣類】を分配して参

色々な活動、セミナー、研修会に参加させていた

りました。その問、現地の《スービックRC》

だきまして、少しでもロータリーを理解出来れば

の会員と交流を深め、大変お世話になり、有意

という思いで一年間活動して参りました。クラブ

義な時間を過ごしてまいりました。私は、今回

奉仕委員長が終わりますと、新年度が始まります。

が初めての訪問で、様々なフィリピンの現状を

引き続きご協力の程宜しくお願い申し上げます。

体験することができ、同行出来ました事に心か
ら感謝申し上げます。

■社会奉仕委員会 山井辰夫委員長
社会奉仕活動は、先ほど会長・幹
事より報告がありましたので、省か

参加された、皆様方にお世話になり、11月18日
に全員無事に帰国いたしました。
②次に、今年度のメインイベントでもありますオ

せていただきます。一年間ご協力ありがとうござ

ーストラリア『モリアルタＲＣとの友好延長調

いました。

印式及びシドニーＲＩ国際大会参加』を、5月
29日～6月3日の6日間で実施してまいりました。

■職業奉仕委員会 是永潤一委員長
藤本会長の強いリーダーシップによ

参加会員は、藤本会長・本庄幹事・岩井会員・
河村会員・末宗会員・石部会員・幡手会員・竹

り、何とか一年間務め上げることが出

田会員と私の9名です。

来ました。10月のワーナリーでの職場訪問では、

行程は、5/29(am6時)宇佐を出発し、福岡空港

和田会員にお世話になりました。同時に親睦活動

より(am8:15)シンガポールヘ向け出発、シンガ

との協力により、観月例会を開催することが出来

ポールで少し観光と夕食を取り、翌5/30アデレ

ました。藤本会長の強いバイタリティに感謝して

ードヘ(am8:15)到着、ピーター＆恵美子さんと、

おります。一年間お疲れ様でございました。

ダイアナさんの出迎えを受け、宇佐を出発して
から24時間の旅でしたが、皆元気で午前中は、

■国際奉仕委員会 藤林鋭司委員長

全員で市内観光、午後からは、ゴルフ組と観光

藤本会長、本庄幹事一年間本当にお

組に分かれ、それぞれpm5時位まで、楽しい時

世話になりました。私としましては、

間を過ごしました。 pm7:30から両クラブの

ご協力が本当に出来たのかなと思っている次第で

『友好締結延長調印式』が、キャンベルタウン

す。

市長や地区ガバナーを迎え盛大に粛々と挙行さ

今年度は3つの活動を行いました。

れました。

①国際奉仕委員会では、昨年度の『石部会長年度

5/31はアデレードを離れシドニーへ移動し、翌

から実施』している、フィリピンの(WISH HOUSE)

6/1は『RI国際大会』へ参加して参りました。

冨田江里子様への継続事業として、支援をして

私は国際大会を初めて経験いたしましたが、１

参りました。参加者は、藤本会長・石部前年度

つだけ残念だったのが【ロータリーバッチ】を着

けていても入場出来なかったことです。(セキュ

また２つめに、中学生対象の授業と致しまして、

リティーの観点からだとは思われますが・・・・・)

長洲中学の先輩に学ぶ授業を３月に実施し、竹田

6/2(15:15)のシンガポールエアラインで、シド

会員、宮本会員、川端会員の奥さんに講話をして

ニーを後にし、6/3(am8時)に福岡空港へ到着し

いただきました。

正午過ぎに、9名全員無事に宇佐へと帰国いた
しました。
今回の訪豪は、アデレード2日・シドニー2日と、
ハードスケジュールだった為、参加された皆様

私今年度初めての青少年奉仕委員長ということ
で大変ご協力いただき有り難うございました。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇

方には疲労と大変なご迷惑をお掛け致しました

会長慰労ゴルフコンペ

事を、心からお詫び申し上げますと共に、感謝

6月26日 豊岡ゴルフにて

申し上げます。
③今年度はもう一つ、活動をいたしました。
それは、5/12に1日だけでしたが恵美子マイヤ
ーさんとダイアナ・ポッターさんが来訪され、
恵美子さんの私物である【戦争に関するビデ
オ・書籍】を、藤本会長と数名で《宇佐市教育
委員会》を通じて、宇佐市平和資料館ヘ寄贈さ
れました。
以上が今年度の“国際奉仕委員会”の活動です。
ご協力ありがとうございました。

■青少年奉仕委員会 斉藤順一委員長
一年間お世話になりました。今年度
は藤本会長の思いで、大きく２つのポ
イントで活動いたしました。

家族親睦旅行
6月29日の家族親睦旅行は19人もの参加でした。
会員11人、奥様5人、子供3人
・福岡市博物館 金印と槍日本号サザエさん展
・アサヒビール園で食事
・辛子明太子道場でオリジナル明太子作り
和気あいあいのうちに最後の行事が無事に終了し
ました。

まず柳ヶ浦高校インターアクトクラブのサポー
トで、毎月１回の例会をということで、８月と１
月以外は全てＩＡ例会を開催しました。今年度は、
看護科３年生６名、２年生２名、１年生４名、体育進
学科３年生２名の、１４名からスタートしました。
これも藤久保副委員長のお陰です。２６年度は看
護科２年生２名、１年生８名の、１０名で活動してい
る状況です。７月は荒尾にてＩＡ年次大会、８月はＩ
Ａ年次大会の報告会、そして１２月はロータリー
家族月間にあわせ社会奉仕委員会との合同事業、
１月には例会時に卒業生８名の卒業式を行うこと
が出来ました。４月には長洲ビーチクリーンアッ
プ、５月には平和ウォークと数々の活動を行い、
会員の皆様にもご参加を頂きました。
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