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24日 ｢新年度の抱負」五大奉仕委員長
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糸永勇司氏（大分第2グループガバナー補佐・宇佐八幡RC）

会長の時間

幡手一義副会長

皆さんこんにちは。先週は冨田江里子

日本の食糧廃棄量が1800万トンもあるそうです。日本

氏を迎えての柳ヶ浦高校での外部卓話、

の米の生産量が800万トンですから相当な量が廃棄さ

夜は冨田さんの歓迎会と本当に有難うご

れていることが分かります。私は職業分類が農業です

ざいました。大変すばらしい内容で、柳

ので何とかしなければと思っています。

ヶ浦高校の学生も大感激したのではと思います。卓話

冨田さんは若い時に青年海外協力隊で海外に行った

の題「いのちってすばらしい」について「いのち」が

そうですが、私も19歳の時に隊員のオファーがあった

漢字ではなく平仮名だった理由を冨田さんに聞いてみ

ものの、農業経営をする夢があり実家に戻ったので行

ようと思っていましたが、機会を逃してしまいできま

きませんでした。あの時行っていれば私の人生も変わ

せんでした。

っていたかもしれません。

私にとって目からウロコだったのは、看護の「看」

冨田さんからは現場に行かなくても出来る間接的な

とう字は手と目で出来ているというお話でした。また

国際支援もあるというお話もありました。冨田さんの

事務局
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ご主人はフィリピンで植林をしているそうです。昨年、

よろしくお願い申し上げます。

国東半島宇佐地域が世界農業遺産に登録されたことも

私の手元の資料では、宇佐RCはRI承認が昭和42年8

ありますので、私の会長年度ではクヌギの植林をやっ

月5日で、日本国内では813番目に国際ロータリーに加

てはどうかと考えているところです。皆さん良いアイ

盟となりました。近い50周年に向けていろいろと準備

デアがありましたらお聞かせください。時間となりま

も始まる頃と思います。

したので、これで会長の時間を終わります。

さて私のロータリー歴は29年と申しましたが、実は
この宇佐クラブの出身です。この中では磯永会員が一
番の先輩で昭和49年の入会、私の入会が昭和60年で、

幹事報告

本庄伸子前幹事

１．来信

員が入会されました。在籍時には創立20周年という大

1）PETS、地区研修･協議会報告書；参加会員へ配布
2）宇佐八幡RCより「インターアクト年次大会につ
いて(日程一部変更等)」；配布
3）2013年手続要覧(日本語版)の訂正について；回覧
4）地区ブライダル少子化対策委員会より「委員会出
席の礼状」；辛島会員へ
２．例会変更

きな行事を経験し、その頃宇佐市内にもう一つクラブ
設立をということとで、四日市の人間を中心に新クラ
ブを作り、入会から4年後の平成元年に宇佐八幡ロー
タリークラブのチャーターメンバーとして移籍いたしま
した。ですので、今でも宇佐クラブにメークアップす
ると懐かしい場所に帰ってきたという思いがあります。
最後になりましたが、明後日にはインターアクト年

日出RC：8/19(火)→8/18(月) 19:00～「野口原グラウ
ンド」に変更；ソフトボール練習の為
３．週報受理

同じ年度の半年後に廣瀬会員が入会、1年後に岩井会

中津中央RC、中津平成RC

４．理事会報告 なし
５．お知らせ

次大会をホストクラブの安心院高校IACと共に、提唱
クラブとして宇佐八幡RCが担当いたします。斉藤委
員長から、柳ヶ浦高校IACの生徒さんに受付をご協力
いただけるとお聞きしました。よろしくお願いいたし
ます。また会員の皆様方のご協力ありがとうございま

1）今月の定例理事会は、都合により次週31日の例会

す。年次大会を頑張って成功させたいと思います。

終了後に延期します。
６．欠席連絡
河村正一会員、住本憲彦会員、竹田豊会員
松永忠昭会員、宮本順二会員
７．本日の当番 石部幸二会員、磯永喜八郎会員

委員会報告
◎青少年奉仕委員会

斉藤順一委員長

インターアクト年次大会について
26日高校生は11時にバスで柳高を出発し、安心院文

ガバナー補佐 挨拶
RI第2720地区 大分第2グループ
ガバナー補佐 糸永勇司氏
この度国際ロータリー2720地

化会館で受付の手伝いをします。ロータリアンは出来
れば12:40からの歓迎アトラクションに間に合うよう
来場し、受付でインターアクト生に声を掛けてあげて
ください。お時間のある方は朝の草刈り後、ぜひ安心

区大分第2グループのガバナー

院に足をお運びください。夜は宇佐ホテルリバーサイ

補佐を担当することになりまし

ドで夕べの集いもあります。27日は8:30～11:30の予

た糸永勇司と申します。所属は

定です。

宇佐八幡ロータリークラブ、職
業分類は事務機器販売、ロータリー歴は今年で29年目
になります。

スマイルカード

石部幸二委員長

ガバナー補佐としては全くの素人ですが、ガバナー

糸永勇司ガバナー補佐：国際ロータリー第2720地区

の伝道役ということでガバナーの考えや方針をお伝え

(2014～2015)大分第2グループガバナー補佐を担当

し、皆さんと一緒に汗を流して楽しいクラブを作るべ

いたすことになりました。今後1年間よろしくお願

く、務めてまいりたいと思っておりますので、一年間

いいたします。

幡手一義副会長：先週の柳ヶ浦高校での冨田さんの外
部卓話、歓迎会と皆さん有難うございました。／磯
永会員、上着をたくさん有難うございました。今日
はさっそく着て来ました。

砂山正則会員：暑中お見舞い申し上げます。お互いに
体には御自愛のほどを。
是永潤一会員：皆様、暑中お見舞い申し上げます。／
五大奉仕委員長、発表よろしくお願いします。

岩井謙次会員：27年の皆勤バッジを戴きます。皆様の
お陰です。

本庄伸子会員：大分合同新聞(7月20日朝刊)に冨田さ
んの記事が載っていました。

佐藤憲三郎会員：先日石部会員に大変お世話になりま
した。

斉藤順一会員：26日、27日インターアクト年次大会が
安心院で行なわれます。時間がある方は参加お願い

津々良洋一会員：本日職業奉仕年度方針です。よろし
くお願い致します。

します。
石部幸二会員：暑中お見舞い申し上げます。暑くなり

末宗為十会員：7月26日(土)朝6時30分より河川敷桜並
木の草刈りを行ないます。会員皆様の参加よろしく
お願いします。
藤本博和会員：末宗会員にお世話になりました。／五

ましたので体調には充分御注意下さい。／先日は末
宗会員にお世話になりました。

ニコニコ累計

４９，０００円

大奉仕の皆さん年度方針よろしくお願いします。

内部卓話
「五大奉仕委員長の年度方針」
職業奉仕委員会

津々良洋一委員長

あらゆる職業に携わる中で、奉仕の理想を生かしてい
く。を理解して頂き会員各自には、ロータリーの理念

今年度職業奉仕委員長を仰せつかりま

に従って自分自身を律し、事業を行うことが望まれて

した。一年間宜しくお願いいたします。

います。今年度活動としては、臼杵会長の年度運営方

ご存じの方もおられると思いますが、職

針に『ロータリーを学び経験し吸収し実行して自身を

業奉仕は、クラブ奉仕に次ぐ、ロータリ

高める』を掲げ地域社会への貢献として職業奉仕を通

ーの第二の奉仕部門で、これは職業奉仕は、ロータリ

じて地域社会への貢献を目指すとありますので、その

ーの創世時に起因しており、ロータリアンからの自分

事を踏まえ、年度方針は

の事業を発展させたいというニーズに従って、一般奉

・四つのテストの唱和（職業倫理の理解）

仕概念に基づいた活動をしました。その活動がやがて、

・職場訪問（他業種の勉強会）

職業奉仕と呼ばれるようになりました。そこへ導いた

・職業奉仕勉強会として炉辺会議（職業倫理観の高揚

のがシカゴ・ＲＣ会員のアーサー・フレデリック・シ
ェルドンとされています。He profits most who serves

を目的として）
・会員職業紹介（会員相互の理解／どういう職業をし

best （提唱したロータリーの奉仕理念）物質相互扶

ているか）

助を禁止し、奉仕理念をロータリーに提唱した。（こ

特に、今年度は職業奉仕を理解していただく方策を

れにより爆発的にロータリーは拡大）職業奉仕は他の
奉仕が物的な活動であるのと比べ、精神的なものが優

考えたいと思います。
また地区としては、近年休止していましたＲＹＬＡ

先されます。どういう事かといいますと、５大奉仕で

（Rotary Youth Leadership

いうと、クラブ奉仕は、クラブ内での内なる奉仕であ

少年指導者養成プログラム（素養のある人に実地訓練

り、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕が、外部に向け

を体験させ、責任ある有能なボランティア青少年指導

た外なる奉仕であり、職業奉仕は、精神性を重要視し

者を育成する。）を復活させるとのことですので、地

た心の奉仕といえます。職業奉仕委員会では、会員各

区からの協力要請が入った際は、是非とも候補者のご

自の事業及び専門職務の道徳的水準を高め、業務では

推薦をお願いいたします。

全て品位が尊重されるべきであるという認識を深め、

Awards）ロータリー青

社会奉仕委員会

末宗為十委員長

先月、社会奉仕準備委員会を開催し

4) 募金活動（24時間テレビ）
5) 卒業生への記念品授与（本年は3年生なし）

2014～2015年度の事業活動について意見

卒業生記念品がない分、インターアクト年次大会

交換を致しました。

等で着る統一ジャンバー作成

臼杵会長のクラブ運営方針は「地域社
会への貢献」で、地区補助金を活用し社会奉仕活動
（フラワーロード花いっぱい･交通安全啓発）を実行す
るとのことです。

※地区のインターアクト生海外ホームステイ事業に
ついては、地区の方針が決まっておらず調整中。
２．中学生対象の課外事業
長洲中学校の卒業生である先輩方に 1 年生を対象に

そこで今年度の社会奉仕は

「先輩に学ぶ授業」を計画しています。

（１）地域発展
・市内小学校又は中学校への図書の寄贈
（２）環境保全

年間通して頑張っていきたいと思いますので、ご協
力よろしくお願いいたします。

・フラワーロード花壇の整備
地区補助金を活用し、花壇の整備と交通安全の啓発
を行う

出席報告

第2310回（7月24日）

7月12日(土) 6時30分～草取り
(予定)

9月

交通安全喚起パネルの設置

山上明宣委員長

会 員 総 数

33名

(予定) 10月4日(土) 7時～草取り、花植え

（内出席免除 ）

(予定)

2月14日(土) 7時～草取り、肥料

出

(予定)

6月6日(土 )7時～草取り、刈り込み

（ 内 事 前 M U）

7名

欠

席

数

6名

出

席

率

８１．８２％

・宇佐ロータリー国体記念樹の河川敷桜並木の手入れ
(予定)

7月26日(土) 6時30分～

(予定) 11月～12月頃 時期は調整中
青少年奉仕(柳高インターアクト生と共に）
(予定)

3月21日(土) 7時～

※会員の皆様ご協力よろしくお願い致します。
青少年奉仕委員会

斉藤順一委員長

席

数

0名
27名

事前MU
臼杵会長、奥田会員、川端会員、佐々木幹事
藤林会員、和田会員 (6名 社会奉仕活動)
藤久保会員（IAC例会）
欠席者
小野田会員、河村会員、住本会員、竹田会員
松永会員、宮本会員

青少年奉仕委員会は、ロータリーのア
シストによりインターアクト次世代のリ
ーダーをはぐくみ、奉仕活動を通じて素
晴らしいクラブへと、長期プログラム、
継続事業活動を皆様と一緒に推進していきます。
活動内容
１．柳ヶ浦高校インターアクトクラブへのサポート

社会奉仕委員会 桜並木の草刈り作業
7月26日(土) 朝6時30分～
臼杵会長､奥田会員､河村会員､是永会員､斉藤会員
住本会員､津々良会員､幡手会員､廣瀬会員
藤林会員､藤本会員､松永会員､宮丸会員､和田会員
川端副委員長､末宗委員長
＜参加者16名＞

1) 年次大会へのロータリアン参加交流（7/26～27
安心院）
2) インターアクト例会への出席交流（毎月）
参加者がいつも決まっているので、時間がある方
（特に委員会のメンバー）には1度は出席しても
らえればと思っています。
3) 奉仕活動への共同参加（インターアクト全体の
サポート）
閉会点鐘 発行 平成26年7月31日

