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21日 外部卓話 友岡信彦氏
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笛田孝行君、安藤秀明君、永松何奈子君（宇佐八幡RC）

会長の時間

臼杵 確会長

みなさんこんにちは。先週は親族の不幸事で例会に
出られずご迷惑をおかけしました。

なりました。当クラブからは辛島会員が快く引き受け
てくれました。これからの活躍に期待しております。

また先々週の例会では移動外部卓話でしたが、たく

ただ最近は、基本の委員会の他にいろいろな地区委

さんの参加をいただきありがとうございました。大分

員会や研修会が増えている傾向にあることが気になり

合同新聞にも写真付きで掲載されており、広報活動に

ます。

も感謝します。また、フィリピンへ送るタオル等の支
援物資のご協力もあわせてお礼を申しあげます。

この土日でインターアクトの年次大会が安心院町で
開催されました。提唱RCは宇佐八幡RC、ホスト校は

先日、ガバナー事務所よりブライダル少子化対策担

安心院高校で、宿泊は安心院町の民泊を利用し子供た

当会員の推薦依頼がありました。昨年よりも担当会員

ちには良い体験ができたのではないでしょうか。節目

推薦の要望が強く、必須事項となっておりましたので

の30回ということもあり素晴らしい大会でした。我が

理事会でも検討した結果、担当会員を選出することと

柳ヶ浦高校インターアクトクラブのみなさんも９名参

事務局
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加し、安心院高校のアシスタントで会場の受付けなど

宇佐八幡RCよりインターアクト年次大会終了のお礼

を手伝っておりました。また私たちのクラブの全員登
録の件を宇佐八幡ロータリークラブの皆さんが大変感
謝されており、お会いした方々からお礼を言われまし
たことをご報告いたします。

幹事報告

佐々木正博幹事
笛田会長より

１．来信
1）ロータリーの友 2014年8月号；配布

皆さんこんにちは、おかげをもちまして第30回イン

2）地区より；回覧

ターアクト年次大会を無事に終える事ができました。

①2014-15年度 RI超我の奉仕賞の推薦について

特に宇佐ロータリークラブには全員登録いただき、宇

②2016年規定審議会立法案提出について

佐八幡ロータリークラブ一同感謝しております。本当

③グローバル補助金プロジェクトチーム発足のご案内

にありがとうございました。

アンケート依頼(8/20迄に回答)
3）地区補助金 承認連絡書；回覧
２．例会変更
中津中央・別府中央・津久見 (8/12)
休 宇佐2001・くにさき･中津・別府北・大分キャ
会 ピタル・湯布院 (8/13)
杵築・別府東 (8/14)、別府 (8/15)
くにさきRC：8/6(水) 12:30～大分空港ターミナル2F
レセプションルームに変更；例会場の都合
別府東RC：8/7(木) 12:30～火男火売神社に変更；祈
願例会の為
津久見RC：8/5(火) 18:30～浜茶屋に変更；全員協議
会の為
３．週報受理

くにさきRC、津久見RC

また秋には４クラブ合同例会がありますのでご指導、
ご協力のほどよろしくお願いします。
永松実行委員長より
この度のインターアクト年次大会は、おかげさまで
大成功と言える宇佐らしさを出した年次大会だった思
います。私自身も楽しさしか残っておらず、もう一度
やってもいいと思えるものになりました。インターア
クト生、引率顧問、ロータリアンの皆さんが笑顔で帰
って行くのを見て本当によかったなと思いました。
宇佐ロータリークラブと柳ヶ浦高校インターアクト
クラブの皆様には最大のご協力を頂きまして、本当に
ありがとうございました。私自身のロータリー人生で
最大の思い出になりました。

４．理事会報告 なし
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・理事の方はお残りください。

委員会報告
◎藤本博和前年度会長
本日皆様に前年度の決算報告書を配布しております。

2）藤本年度の決算報告書を配布いたします。

本来ならこの場で会計報告と監査報告をする予定でし

3）奥田会員の歓迎会について回覧いたします（8月7

たが、前年度会計の岩井会員が本日欠席の為、来週報

日･木曜 18:30～米沢観光園）

告をさせていただきます。

4）7月25日実施した口座振替の領収証を配布してい
ます。
６．欠席連絡
藤久保茂己会員(事前MU済）
７．本日の当番
和田久継会員、岩井謙次会員

◎社会奉仕委員会 末宗為十委員長
先週土曜日の河川敷の草刈作業にご参加頂いた皆様
のご協力、大変ありがとうございました。今回来てい
ない方は次回よろしくお願いします。

スマイルカード

石部幸二委員長

笛田孝行君(宇佐八幡RC)：第30回インターアクト年次

共に物品支援を行なう。
柳高生徒会に声かけをして一人２枚程度のタオルを

大会が無事終了しました。宇佐RCの皆様には全員

寄付してもらう。

登録いただき、本当にありがとうございました。

宇佐クラブも会員でタオル等の物品を集める。

安藤秀明君(宇佐八幡RC)：先日の第30回インターアク
ト年次大会では皆様の温かい御協力ありがとうござ

・米山奨学金をクラブ全体で一人５０００円程度お願
いをする。

いました。心よりお礼を申し上げます。
永松何奈子君(宇佐八幡RC)：先般の年次大会では皆さ
まにお世話になり本当にありがとうございました。
おかげさまで盛会で終わることができました。宇佐
RC様の全会員協力登録していただいたこと、一生
忘れません。これからも宜しくお願い致します。
臼杵 確会長：桜並木の草刈りでは末宗委員長ほか皆
さんおつかれ様でした。／インターアクト年次大会
では斉藤委員長ほか皆さんおつかれ様でした。
末宗為十会員：桜並木の清掃では大変お世話になりま
した。暑中御見舞い申し上げます。
幡手一義会員：先日のみなと祭りでは河村会員、有難
うございました。シドニーの花火も良かったですが
長洲の花火も良かったですね。

クラブ奉仕委員会

幡手一義委員長

クラブ奉仕はクラブに奉仕するとい
うことで、会長と会員の間に立ち、会
長が会員に言えないことを言って、又
会員が会長に言えないことを聞き取っ
て、会の運営がスムーズに行くようにしていきたい。
例会場の準備は山井会員が毎週してくれているが、
これを当番でやったらどうかと思ったりもしている。
次年度の活動についても色々と思いを巡らせている
ところですので、良いアイデアがあればお聞きしたい
と思っています。
気くばり、目くばり、心くばりを心がけていきます
ので、みなさんよろしくお願いします。

本庄伸子会員：斉藤委員長、週末は大変おつかれ様で
した。色々ありがとうございました。
斉藤順一会員：第30回インターアクト年次大会無事に
終わりました。皆さんありがとうございました。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

「インターアクト年次大会報告」
斉藤順一青少年奉仕委員長

和田久継会員：職業奉仕の為早退します。
住本憲彦会員：職業奉仕の為早退させていただきます。
宮丸龍昭会員：申し訳ありません、職業奉仕の為早退

みなさんこんにちは、インターアク
ト年次大会の報告です。
(7月26日～27日 安心院文化会館・

します。

安心院高校体育館）

ニコニコ累計

６０，０００円

まず３３名の全員登録ありがとうございました。柳
高生９名、先生１名、運転手の方を含めて１１名とロ
ータリアンで参加してきました。
内容はのちほどスクーリンで説明しますが、その前

内部卓話
「五大奉仕委員長の年度方針」
国際奉仕委員会

に藤本会員と本庄会員に感想をお願いします。

河村正一委員長

・今年度は４年に一回の訪韓の年です。
おそらく１０月が西全州ＲＣの創立
記念になるので、その時調印式があ
ると思います。
１０月の訪韓に向けての準備を行なう。

藤本博和会員
1日目の記念講演はで東九州龍谷高
校の安部校長が、黒田官兵衛について
話されました。官兵衛の人柄や生い立
ちなど非常に興味深い内容でした。
安部先生は院内出身で宇佐高校まで片道25キロの道

・フィリピンの冨田江里子さんが訪日の際、７月１７

のりを自転車で通学。朝暗いうちに家を出ると、後ろ

日に柳ヶ浦高校インターアクトクラブのメンバーと

には裸電球の下に見送る母のシルエット、帰りは何か

用事にかこつけてまた裸電球の下に帰りを待つ母の姿。
官兵衛もまた母のぬくもり、親の温かさの中で育つ。

勉強という感じがします。宇佐クラブの全員登録を讃
えていただき、最後は万歳で終わりました。

官兵衛の父は万吉（官兵衛）を７歳で円満（住職）に

壽崎パストガバナーのお話を聞くと、私も人生が少

預け、物事の是非を学ばせる。是）生きとし生けるも

し足りないような気がします。どこかに余っておりま

のすべての幸せを願う、非）不幸せにならぬように皆

せんか？

が幸せに。良家から嫁いだ母は、和歌や論語で人の道
を説いてくれるが、万吉14歳の時に亡くなる。「真っ
直ぐに生きるんですよ」と母が残した言葉。
てんたん

本庄伸子会員
私は2日間とも出席して参りました。

＜恬 淡 ：欲が無く、物事に執着しないこと＞

宇佐八幡の皆様はよく練ったプログラム

官兵衛は普通の人だから恬淡に生きようと努力した。

を考えておりまして、まずは民泊をして、

真っ直ぐ竹を割ったような、私利私欲の無い春風のよ

2日目は民泊を提唱した宮田さんの講演

うな生き方。

があり、民泊の中でも過疎の地域をどうするかなどの

人間関係を作っていく中で周囲に認められていき、
まさに順風満帆。信長らにも重用されるが、この時に

話がありました。その上、宇佐からあげとねぎ焼きの
屋台もありました。

大きな落とし穴が。荒木村重を自分なら説得できると

斉藤委員長は、2日間朝から晩まで痩せる思いで頑

自信満々に行くも捕らわれ投獄されてしまい、母の死

張っていました。今期、広報委員長としてLINEがし

以上の試練となる。官兵衛のターニンポイント。死ぬ

たいと申しましたが、さっそく数名が登録しており、

か生きるかの幽閉生活の恨みの中で気づく。村重よ善

斉藤さんが中継をするかのように、年次大会での様子

くぞ私を生かしておいてくれた、牢番よ善くぞ私を見

を写真入りのLINEで報告をしてくれました。このよ

張っておいてくれた、善くぞまずい食事を与えてくれ

うにスマホをお持ちの方はLINEに登録をして頂きた

た、だが「生きていればこそ」と、恨みを感謝に変え

いと思います。

ていく。
軍事水練をやる中での平等論。皆に平等ではなく、
働きに対する平等を唱える。（ロータリーの「最もよ

出席報告

第2311回（7月31日）

く奉仕する者、最も多く報いられる」）
材木泥棒に死罪を言い付けながら、人命を尊重し執

山上明宣委員長

会 員 総 数

33名

行はしなかった。窮鼠猫を噛むとならないように、敵

（内出席免除 ）

をやっつけるだけではなく逃げ場を作ってやる。戦で

出

は敵味方の犠牲を最小限に抑える戦術。

（ 内 事 前 M U）

2名

イスラエルガザ地区の紛争では、肉親を失った人の

欠

席

数

2名

憎しみが憎しみを生み増幅されていく気持ちはわかり

出

席

率

９３．９４％

ますが、終わりの見えない戦闘はどうしようもなく悲
しい。ロータリーとして何かできないものかと本当に
心が痛みます。
年次大会1日目の夜にリバーサイドホテル宇佐で行
われた夕べの集いに参加し、壽崎・赤山両パストガバ
ナーの隣に座り、これまで参加した世界大会（ニュー
オーリンズ、リスボン、シドニー）でのこと等、話は
尽きませんでした。別れ際には赤山パストガバナーと
「ロータリーは本当にいいですね」と熱い握手を交わ
しました。また壽崎パストガバナー（87才）は締めの

席

数

0名
31名

事前MU
藤久保茂己会員（IA年次大会）
辛島光司会員（地区ブライダル委員会）
欠席者
岩井謙次会員、小野田義文会員
※出席率の更正
◎7/17の出席率は96.97％→１００％に更正
事後MU
新開洋一会員(IA年次大会）
◎7/24の出席率は81.82％→９０．９１％に更正
事後MU
河村正一会員、住本憲彦会員
松永忠昭会員(社会奉仕桜並木整備）

挨拶で、涙を流しながら安部先生の話を聞いたと感想
を述べておられました。この年になると毎日すべてが
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