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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．外部卓話
地区IT部門長 片山 勇氏（大分臨海RC)
６．出席報告

第

会 長

平成

4日 内部卓話 是永潤一プログラム委員長
11日 外部卓話 地区IT部門長 片山 勇氏（大分臨海RC)
18日 外部卓話 東京海上日動あんしん生命
大分支社長 佐藤尚氏「法人の資金効率改善」
25日 外部卓話 宇佐矯正歯科クリニック 松成篤院長
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会長の時間

臼杵 確会長

みなさんこんにちは。

に声をかけ募金を呼びかけてたくさんの方から厚

今月９月は“新世代のための月間”です。

意をいただきました。

新世代といえば柳ヶ浦高校のインターアクトクラ

このチャリティーは１９７８年から福祉をテーマ

ブですが、先日の日曜日８月３１日に２４時間テレ

にした企画で、数えると今年で３７回目になるそ

ビでの募金活動でインターアクトクラブが法鏡寺

うですが、実は最近、この２４時間テレビの企画

のメルクスで奉仕活動を行ってきました。インタ

そのものに疑問の声が投げかけられるようになり

ーアクトクラブでは今年が初めての活動だったの

ました。ボランテイアや寄付を募りながら高い出

ですが、そのことについて少し触れたいと思いま

演料を払ったり、障害を持っている方を取り上げ

す。当日は、クラブの生徒さんと先生が午前と午

て話題を作っているなどの“偽善“を指摘されて

後の二組に分かれて朝から夕方まで通りかかる人

います。

事務局

〒872-0032 大分県宇佐市江須賀2999-2 (株)ユニックス内
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しかし調べてみると、こう書いてあります。
募金は経費を一切差し引くこと無く、全額が３
つの支援活動に分配されて活用される。
「福祉」（お年寄りや身体の不自由な方への支援）：
福祉車両の贈呈、身体障害者補助犬普及支援、障
害者情報保障支援など
「環境」（地球環境保護支援）：日本をきれいにする
プロジェクト、全国各地での環境美化活動など
「災害援助」（災害緊急支援）：日本国内・海外で発
生した災害に対する緊急支援など
委員会や主催局は、社会福祉法第73条及び同施
行規則14条・15条[7]に基づき、厚生労働大臣の
許可を得て募金活動・慈善活動・資金配分などを
行っている。この様な法的な規制や公正な募金活
動の実施のため、募金スタッフの責任者は法令に
基づいた「寄附金募集従事証」を所持している。
“偽善”と言われていることも見方をかえると
“障害を持っている方の現実を見てほしい”とい
う思いにも感じられます。
今年の募金総額は 2 億 6,774 万 2,362 円です。

幹事報告

佐々木正博幹事

１．来信 1)～5)回覧
1）ガバナー月信 Vol.3(2014年9月号)；地区ホー
ムページで閲覧可能 www.ri2720.org/
2）ガバナー事務所より「広島土砂災害義援金の
お願い」
3）ロータリー文庫より「資料目録」
4）ロータリーの友 英語版の注文について
5）宇佐市より 映画「カラアゲ☆USA」上映開
始のご案内（9/6より大分先行上映）
6）熊本東南ＲＣより「創立30周年記念誌ディス
ク」参加会員4名へ配布
２．例会変更
中津中央RC：①9/16(火)18:30～｢丸清｣に変更；
観月家族例会の為 ②9/23(火)は休会
中津RC：9/24(水)18:30～｢ヴィラルーチェ｣に変
更；観月例会の為
杵築RC：10/2(木)→9/28(日)に変更；近隣７ク
ラブ親睦ソフトボール大会の為
津久見RC：①9/9(火)18:30～｢津久見市民会館」

なぜ今この細かい数字までお伝えしたかというと、

に変更；3クラブ合同観月例会の為

私自身近年は24時間テレビの企画にはあまり興味

②9/23(火)は休会

が無く、番組も見ないのですが、参加して現場を
体験して感じることがありました。
募金していただいた中には、一年間募金のため
に貯めたのであろう“ビニール袋いっぱいの１円

竹田RC：①9/9(火)→9/8(月)17:30～｢岡城跡｣に
変更；観月例会の為 ②9/23(火)は休会
３．週報受理
中津中央RC、津久見RC、大分キャピタルRC

玉や１０円玉”募金された年配の方、“手作りの小

４．理事会報告

さな箱”に入れて持ってきてくれた小学生、自分

５．お知らせ

なし

の財布から１円や１０円を募金箱に入れてくれた子

1）小山ガバナー公式訪問例会は、10月24日(金)

供たち。そして通りすがりの方がインターアクト

四クラブ合同開催です。（詳細は後日）

の子供たちの声掛けで足を止めて募金してくださ

公式訪問資料掲載用の「委員会運営活動方針」

り、その際には「頑張って！」と優しく声を掛け

未提出の委員長さんは、至急お願い致します。

てくれていました。この人たちの行為には“偽善”
は無いんです、2億という数字が大きいか小さい
かは言えませんが、この１円は大切な1円だと言
えます。
そして最初は小さな声しか出なかったインター

2）米山セミナー(9月20日･土)への参加登録を受
付中です。（資料回覧）
3）本日例会終了後、国際奉仕委員会を開催致し
ます。
６．欠席連絡

アクト生も皆さんの励ましで段々と大きな声が出

砂山正則会員、住本紀彦会員、藤久保茂己会員

ていました。“新世代”の彼女たちもまたこの体

藤本博和会員、宮本順二会員

験で何かを感じてくれたのだと思います。

７．本日の当番 河村正一会員、是永潤一会員

今月のお祝い

スマイルカード

【本人誕生日】

石部幸二委員長

臼杵 確会長：津々良職業奉仕委員長、先週の炉

宮丸龍昭会員：今月18日で42才の誕生

辺会談は勉強になりました。ありがとうござい

日を迎えます。見た目は見えません

ました。／斉藤青少年奉仕委員長、インターア

が、まだ若いです！

クトの募金活動の指導おつかれ様でした。／是

松永忠昭会員：52才になります。今後
いっそう全てにがんばっていきます。
幡手一義会員：9月22日が母を苦しめ
た日です。母に感謝、感謝です。
【配偶者誕生日】

永会員、本日の卓話楽しみにしています。
津々良洋一会員：先週炉辺会談では参加の皆様お
世話になりました。次回もよろしくお願いいた
します。
是永潤一会員：今日は卓話をさせていただきます。

藤林鋭司会員：今月9/22は愛娘唯の誕生日で、
9/23(秋分の日)が美佐子さんのBirthdayです。
【結婚記念日】

石部幸二会員：先週の炉辺会談では津々良職業奉
仕委員長に大変お世話になりました。大変勉強
になりました。皆様参加しましょう。

佐々木正博幹事：9月12日で22回目の結婚記念で
す。まだ見放されていないようです。

ニコニコ累計

８７，０００円

内部卓話
是永潤一会員（プログラム委員長）
１．台湾研修旅行
・８／２５～８／２８ ３泊４日研修
（平均気温２９℃）
・九州とほぼ同じ面積
「九州」とは

委員会報告
◎青少年奉仕委員会

斉藤順一委員長

先日８月３１日にインターアクトクラブが２４
時間のテレビチャリティ募金に立ちました。会員
の方にもお手伝いしていただき、また募金もたく
さんしていただきありがとうございました。
９月８日にはインターアクトの例会があります

・福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎
鹿児島、沖縄

･･･８県

・筑前、筑後、肥前、肥後、豊前、豊後
日向、大隅、薩摩･･･９地区
・人口 ２，３００万人
台北、台中、台南、高雄（左側１／３）に
１，８００万人が在住

のでよろしくお願いします。

・山脈
河村正一委員長

3,000M以上の峰･･･14峰

本日、例会終了後に国際奉仕の委員会を開催し

3,800M以上の峰･･･ 3峰

◎国際奉仕委員会

ます。西全州ＲＣ訪問の日程等を決めたいと思い
ますので、委員の方は出席お願いします。
◎社会奉仕委員会

3,997Mの玉山（新高山）
･･･富士山より221M高

川端克弥副委員長

９月２０日朝６時３０分よりフラワーロードの
花壇の整備をしますので出席お願いします。

地図出典：台湾 ing
http://taiwaning.zening.info/

出席報告

２．「不易」と「流行」
～変わらないものと変わるもの
参
○

山上明宣委員長
第2315回（9月4日）

俳人芭蕉は「共に風雅の誠から出づるもので

会 員 総 数

あるから、根本は同一である」との考え方

（内出席免除）

・私的にはどちらも同格で大切と考える

出

不易 ─変わらない事、不変、永遠性
太陽・月・星(宇宙)・大地
山・川・海・愛・道徳(倫理)・教典
流行 ─流れてゆくこと、急にある現象が世間
一般にゆきわたり広がる事、一時的に広く行
われる事、はやり

席

数

33名
0名
26名

（ 内 事 前 MU）

0名

欠

席

数

7名

出

席

率

７８．７９％

欠席者
新開洋一会員、砂山正則会員、住本憲彦会員
竹田 豊会員、藤久保茂己会員、藤本博和会員
宮本順二会員

歌謡・芸能・ファッション・化粧
色彩・デザイン・価値観・教育・システム

 インターアクトクラブ例会 

＜総論＞
・人の営みは「不易」と「流行」を組み合わせな

9月8日(月) 15:45～ 柳ヶ浦高校にて
臼杵会長、佐々木幹事、幡手会員、藤久保会員
藤本会員、本庄会員、米澤会員
（7名出席）

がら推移している
・事業（各種業界）の“利益”“成果”は、この
バランスが大切
・「不易」と「流行」の黄金比率こそ永遠のテー
マといえる
宇佐と隼人について
宇佐市観光協会は安心院、院内、宇佐と３つの
支部があり、宇佐には国宝の宇佐神宮があります。
宇佐神宮は隼人との因縁が深く、隼人との謎を解
かないと宇佐神宮の謎は解けないと学者、研究者
がよく言う事です。
ある時に隼人族と友好が生まれて隼人族が宇佐
に住みついた。その中で何かトラブルがあり死ん
だ隼人の霊を慰めるために、1300年前に和間神社
に祠を建てた。その時代、疫病が流行ったがため
に宇佐神宮が権力をふるって隼人の為に参勤交代

９月から１０月にかけて、ペットボトルキャップ
を集めて社会福祉協議会へ贈ります。
事業所等でたくさん集まれば、斉藤青少年奉仕
委員長までお願いします。

をしたのが放生会の始まりです。

火

水

近隣クラブ 例会案内
中津平成
木
杵
築
金 宇佐八幡

豊後高田
中津中央
くにさき

12:30～
12:30～
12:30～

ひまわり荘
グランプラザ中津ホテル
大分空港ターミナル2階
レセプションルームB

中
津
宇佐2001

12:30～
19:00～

グランプラザ中津ホテル
宇佐ホテルリバーサイド

12:30～
12:30～
12:30～

グランプラザ中津ホテル
焼肉みやべ
宇佐ホテルリバーサイド

その他クラブの例会は、ロータリージャパン
http://www.rotary.or.jp/から
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