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＊１月のプログラム予定＊
1日 休会
10日(土) 新年例会 【18:30～ ホテル別府パストラル】
15日 内部卓話 小野田会員、幡手会員、佐々木幹事
「年男の抱負」
22日 内部卓話 山井辰夫会員
29日 内部卓話 本庄伸子会員

平成

年１２月１８日

の記録

開会点鐘
 ソ ン グ

四つのテスト

 ゲ ス ト

なし

 ビジター

なし

会長の時間

臼杵 確会長

皆さんこんにちは。今日は今年最後のこの例会
場での例会となります。

生花店の店員さんがリースの作り方の手ほどきを
してくれてキレイなリースが出来上がりました。

先週の金曜日、土曜日と四日市のお取り越し灯

本物の枝葉を使ってのリース作りは初めてで生徒

明の灯りつけの手伝いに行ってきました。あまり

たちも楽しそうに作っていました。斉藤委員長の

の寒さに数年前に痛めた膝が疼きだすほどでした

アイディアは尽きることを知りませんね。

が四日市の街を灯す灯明がとてもきれいでした。

そして今日の夜は昨年度から継続して行われて

参加された会員の皆さん寒い中お疲れ様でした。

いる、宇佐RCの定款細則見直しの会議が行われ

火曜日には柳ヶ浦高校インターアクトの例会日

ます。

でした。この日はクリスマス前ということもあり

この半年で、ひとりひとりのメンバーが宇佐Ｒ

クリスマス用のリースを各自が作りました。五所

Ｃを支えてくれ作り上げていることを再度実感し

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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ました。

◎宇佐2001RC：1/7(水)は新年例会の為、19:00

実は昨日、私の事務所にこのような封筒が送ら
れてきました。全て英語での表記にロータリーの
マークです。突然送られてきた身に覚えのない封

～竹贅に変更
◎中津RC：1/7(水)は新年例会の為、18:30～グ
ランプラザ中津ホテルに変更

筒の表書きに「Pin」と書いてあります。新手の

◎宇佐八幡RC：1/9(金)は宇佐神宮参拝の為、

詐欺かと一瞬躊躇しましたが覚悟を決めて封を開

13:00～宇佐神宮に変更（食事は12時～例会場

けてみました。中には文字どおりロータリーバッ

にて）

チが一つ、かわいいプレゼントの袋に入っていま

※その他クラブへメークアップ予定の方は、事

した。また明細も入っていてローマ字でmiyamaru

務局に変更内容をご確認下さい。

と書いています。その下には日本語で説明文があ

別府中央RC(1/6)、別府北RC(1/7)、別府東

りました。前年度に宮丸会員の推薦で奥田新会員

RC(1/8) 、 別 府 RC(1/16) 、 大 分 キ ャ ピ タ ル

が入会されたことに対して、ロータリーより宮丸

RC(1/7)

会員に会員増強ピンバッチが送られてきたのです。
このようなバッチは初めて見るのでガバナー事
務局に問い合わせて確認したところ、ガバナー事
務局も詳しく理解できていないそうですが事務局
を通してではなく国際ロータリーから直接送られ

３．週報受理

宇佐八幡RC

４．理事会報告 なし
５．お知らせ
1）年次総会(12/25)、新年例会(1/10)、ゴルフ愛
好会(1/11)の出欠確認を回覧中です。

てきたそうです。ここ１、２年でこのようなシス

2）次週12/25の例会は時間と場所を変更して

テムになり国際ロータリーのホームページから直

【18:30～かんぽの郷宇佐にて】「クラブ協

接入会の手続きを行った際に情報が登録され、送

議会・年次総会」です。

られてくるそうです。何はともあれ、このピンバ
ッチはこれまでのバッチとはひと味違った出来栄
えです。我が宇佐ロータリークラブの中では、諸

3）本日例会終了後、定例理事会を開催いたしま
す。役員理事の方はお残りください。
６．欠席連絡

先輩方といえどもこのバッチを持っている会員は

石部幸二会員、住本憲彦会員、竹田 豊会員

いませんので、宇佐ロータリークラブでは現在宮

米澤哲也会員

丸会員のみが持ち得ている貴重なバッチです。
のちほど贈呈式を行いますので、楽しみにして

７．本日の当番
奥田和茂会員、小野田義文会員

ください。

新会員推薦のスポンサーピン贈呈

幹事報告

佐々木正博幹事

１．来信
1）地区より「サンパウロ国際大会ツアーのご案
内」
2）ハイライトよねやま
3）RYLA参加募集年齢変更について
19～30歳→19～39歳 に変更
２．例会変更
休会…宇佐2001(12/31)、くにさき(12/31)、宇佐八
幡(12/26･1/2)、大分キャピタル(12/24･12/31)

宮丸龍昭会員（奥田和茂会員の推薦者）

是永潤一会員：幡手会員の卓話楽しみです。よろ

委員会報告
◎青少年奉仕委員会

斉藤順一委員長

しくお願いします。

12月16日に柳ヶ浦高校にてインター

幡手一義会員：藤本パスト会長、先日四日市のお

アクト例会を開催し、五所生花店の方

取り越しで牡蠣をごちそうになり有難うござい

のご指導でクリスマスリースを作成し

ました。／本日卓話させて頂きます。

ました。ロータリーの会員の方にもご協力いただ
き無事生徒分の9個を作成することができました。

本庄伸子会員：幡手さん今日は卓話を楽しみにし
ています。

来年のインターアクト例会は1月は休会とし、2

宮丸龍昭会員：21日は寒くなりそうですが、参加

月からとなりますのでまたよろしくお願いいたし

いただける会員のみなさまよろしくお願いしま

ます。

す。末宗会員、お誕生日おめでとうございます。

◎ロータリー財団委員会

藤本博和委員長

ニコニコ累計

２３７，０００円

毎年100ドルで実施していた年次
寄付を、今年度は150ドルにするか
ということについて、皆様のご意見

内部卓話
「今年を振り返って」

をお聞かせください。

幡手一義会員

・・・・ありがとうございました。・・・・
この意見を踏まえて、例会後の理事会で協議し

今年の世相を一字で表す「今
年の漢字」に「税」が決まりま

たいと思います。

した。みなさんにとって今年を
◎ゴルフ愛好会

藤林鋭司会員

例年通り年明けの新年コンペを、
新年例会の翌日に別府市内で計画し
ております。奮ってご参加ください。

一字で表すとしたらどんな漢字
になりますか。
京都清水寺の森貫主の話を講
演会で聞いたことがありますが、その場で発表が
ありすぐに書くそうです。また衣が墨で汚れない
ようにしなければならないので大変だそうです。

スマイルカード
臼杵 確会長：インターアクト例会で初めてリー

私の今年の漢字は「雨」です。職業柄こうなり
ました。農業を始めて38年になりますが、雨の多

スを作りました。斉藤委員長おつかれ様でした。

い年は8年ぐらいありました。農産物にとって良

／幡手副会長の卓話楽しみにしています。

い年ではないようです。今年の元日の天気は太陽

岩井謙次会員：16日に和田会員の会社にてベトナ

が出てとても良かったのですが、節分、立春を過

ムのお客様へお昼と工場見学そしてお土産を頂

ぎた頃から雪や雨が多くなり12月も多いです。2

きました。

月は大雪が降ってビニールハウスが潰れて大分県

末宗為十会員：幡手会員卓話よろしくお願いしま
す。

の被害額は10億円を超え、栃木、長野、群馬では
100～200億円にもなったそうです。麦の作柄は大

藤本博和会員：幡手会長エレクト卓話よろしくお

麦は良くなく、雨に強い小麦は良かったです。米

願いします。／お取り越しの灯明点灯では幡手

は倒れて収穫が大変でしたが量は思ったより多く

会員、米澤会員お疲れ様でした。

10a当り7.4俵ありました。昨年が8.3俵だったの

津々良洋一会員：先日の炉辺会談では参加の皆様
にお世話になりました。

で約1俵少なかったです。価格は農協に出したら
60kgで8200円です。私は地元のホームセンターが

9800円で買ってくれました。ナラシという保険も
ありますが、掛金が高く入っている人は少ないで
す。野菜の価格は収穫量が少なかった夏場は高く
なりましたが、収穫量が多くなった今は安くなっ

◇ ◇ ◇
人は生まれる時は泣いて生まれてきます。その
時、周りの人は笑っています。
逆に死ぬ時は周りの人に笑われないよう、周り

ています。それでも小売店ではまだ高いままで、

の人に泣いてもらえるように、

小売店が儲けているようです。果物は水っぽくな

自分は笑って死んでいく生き

っています。八代亜紀の歌「雨の慕情」がヒット

方をしたいと誰かが言ってい

した年も雨が多く、ぶどう農家はビニールハウス

ました。私もそのような生き

に変わりました。

方をしたいと思います。
◇ ◇ ◇

3年前に豊後高田ロータリークラブの50周年式
典と祝賀会がホテル清照であり、出し物で「草地

出席報告

山上明宣委員長

第2330回（12月18日）

踊り」がありました。私が見るのは3度目でした

会 員 総 数

が、大変すばらしかったです。男踊りと女踊りが

33名

（内出席免除）

あって、それにショイショイ踊りがあります。こ
れは矢部地区の盆踊りにもあり、ショイショイ踊

出

りの中の“吉田屋口説”には熊本の人の悪口のセリ

（ 内 事 前 MU）

3名

フが入っているので、熊本のロータリアンも多い

欠

席

数

3名

中でこれをやっても良いのかとヒヤヒヤしました

出

席

率

９０．３２％

が、聞いている人はみんなセリフの意味は分かっ
ていないようでした。
そのセリフを今から少しやってみます。
〽人は一代名末代に 今も昔も正直者が まこと

栄えて御繁盛なさる 肥後の熊本吉田屋さんは
親の代から二桝使う・・・・・

席

2名

数

28名

事前メークアップ
石部幸二会員（大分東RC）
竹田 豊会員（お取り越し灯明設置)
米澤哲也会員（お取り越し灯明設置)
欠席者
小野田義文会員、新開洋一会員、住本憲彦会員

・・・・・・・因果応報は仏の教え
良いことをすると良い報いが、悪いことをする
と悪い報いが生じるということです。ロータリー

下半期地区行事予定
●

の「最も多く奉仕する者最も多く報われる」と同
じです。

＜大分市 看護科学大学＞
●

◇ ◇ ◇
奉仕をすると何か馬鹿らしく損をしたような思

●

iichiko総合文化センターグランシアタ＞
●

先週藤本パスト会長の卓話で、奉仕をすると良
があります。良いことをすると良い縁に会い、良

3月21(土)～22日(日) 第2720地区 地区大会
＜大分市 大分オアシスタワーホテル・

るものです。それも倍返しで返ってきます。タラ

いことがあると言っていましたが、それには法則

2月22日(日) RYLA
＜大分市 ホルトホール＞

いになりますが、そんなことはなく必ず返ってく
イの水と同じで絶対に損はしません。

2月1日(日) R財団地区補助金管理セミナー

3月28(土)～29日(日)
会長エレクト研修セミナー

●

＜熊本＞

5月10日(日)
地区研修・協議会

＜熊本＞

い縁に会えば必ず良い結果が出て報われます。で
すから皆さんこれからも喜んで奉仕をしましょう。
閉会点鐘 発行 平成26年12月25日

