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＊７月のプログラム予定＊

＊本日のプログラム＊ （7月2日）

第
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2日 幡手会長、住本幹事 「年度方針」
9日 外部卓話 冨田江里子氏（柳ヶ浦高校にて）
16日 五大奉仕委員長「年度方針」職業･社会･青少年
23日 五大奉仕委員長「年度方針」国際･クラブ
30日 内部卓話

平成

年

本庄伸子会員

６月２５日

の記録

臼杵年度最終例会 18:30～ はちまんの郷宇佐
 開会点鐘
 ソ ン グ

それでこそロータリー

 ゲ ス ト

なし

 ビジター

なし

会長の時間

臼杵 確会長

ホッとしているのはこの一年間皆様が健康ですごさ

皆さん今晩は。

れたことです、いまこの最終例会に皆さんの笑顔を拝

いよいよ今日が今年度の最終例会となりました、皆

見できること、これほど幸せなことはありません。

さまには一年間大変お世話になり、ありがとうござい
ました。

そして今年度の私個人の目標でもありました会長の
時間で会話力を高めること、結果は全部話そうとする

一年間かけて大海原を航海してきた宇佐ロータリー

とやはり早口になってしまいました。これは今後も私

クラブという大きな船は、どんな波をも受け止め、船

の課題として心がけようと思います。ちなみに先週の

酔いなし、とても乗り心地のよい船でした。ただ度々

会長の時間では最後の例会場で一度だけ時間を計りま

立ち寄った港では深酒をし、船酔いではなく二日酔い

した。その時間５分８秒です、ホーム最終で満足のい

になったことは数えきれませんが・・・

くタイムがでました。

事務局

〒872-0032 大分県宇佐市江須賀2999-2 (株)ユニックス内
ＴＥＬ．ＦＡＸ：０９７８－３８－２３７０ http://www.usa-rotary.com/

今年度の活動報告につきましては後ほどクラブ協議
会で報告させていただきますのでよろしくお願いし
ます。

スマイルカード

石部幸二委員長

臼杵 確会長：臼杵年度最終例会を無事に迎えること
ができました。皆様のおかげです。心から感謝申し

皆様へのお礼の言葉にてわたしの最後の会長の時間
とさせていただきます。ありがとうございました。

上げます。
佐々木正博幹事：１年間大変お世話になりました。あ
りがとうございました。

幹事報告

佐々木正博幹事

１．来信
1）ロータリーレートのお知らせ；2015年7月より1ド
ル＝124円（参考：6月＝118円）
2）宇佐市より「寄附受納通知書と御礼状」（平和資
料館への寄附に対して）

大変御苦労様でした。
廣瀬辰彦会員：臼杵会長、佐々木幹事一年間お疲れで
ございました。素晴らしい一年であったと思います。
岩井謙次会員：最終例会大変御苦労様でした。
出口幸太郎会員：会長、幹事一年間ご苦労さんでした。
山井辰夫会員：臼杵会長、佐々木幹事、おつかれさま

２．例会変更
中津中央RC：7/14(火)→7/15(水)12:30～「グランプラ
ザ中津ホテル」に変更；ガバナー公式訪問例会の為
日出RC：7/21(火)18:30～「別府湾ロイヤルホテル」
に変更；ガバナー公式訪問例会の為
別府RC：7/10(金)18:30～「両築別邸」に変更；第2回
クラブ全員協議会の為
別府東RC：7/23(木)12:30～「ホテルサンバリーアネ
ックス」に変更；ガバナー公式訪問例会の為
３．週報受理

磯永喜八郎会員：本年度最終例会、年長者として皆様

なし

です。
河村正一会員：臼杵会長、佐々木幹事ごくろうさまで
した。会員の皆様次年度もガンバロー
小野田義文会員：一年間ご苦労様でした。
佐藤憲三郎会員：臼杵会長、佐々木幹事一年間お疲れ
様でした。
藤林鋭司会員：臼杵会長年度お世話になりました。先
日の宇佐RCゴルフコンペで新会員の御幡辰也会員
が優勝されました。おめでとうございます。
津々良洋一会員：臼杵会長、佐々木幹事一年間お疲れ

４．理事会報告

様でした。

1）７月プログラムについて；承認
2日 幡手会長、住本幹事「年度方針」
9日 外部卓話 冨田江里子氏
※食事後に柳ヶ浦高校へ移動
16日 五大奉仕委員長「年度方針」職･社･青
23日 五大奉仕委員長「年度方針」国･ク
30日 内部卓話 本庄伸子会員（出席委員長）
５．お知らせ

なし

６．欠席連絡

松永会員、御幡会員、宮本会員

和田久継会員：臼杵会長、佐々木幹事一年間大変お疲
れ様でした。
末宗為十会員：臼杵会長、佐々木幹事一年間大変お世
話になりました。社会奉仕委員及び会員の皆様一年
間お世話になりました。
藤本博和会員：臼杵会長に頂いた利き酒の賞品の庭い
じりセットが届きました。１年間お疲れ様でした。
砂山正則会員：臼杵会長他各委員会の皆さん！１年間
御苦労様でした!!
是永潤一会員：臼杵会長、佐々木幹事、委員長の皆様
一年間お疲れ様でした。

委員会報告
◎次年度青少年奉仕委員会

辛島光司委員長

先ほどの7月プログラム報告にありましたように、
7月9日に冨田江里子さんがいらっしゃいます。13時ま
で例会場で食事をしてから速やかに柳ヶ浦高校へ移動

住本憲彦会員：臼杵会長、佐々木幹事一年間お疲れさ
までした。
幡手一義会員：臼杵会長、佐々木幹事１年間ありがと
うございました。

し、13時15分から講演を開始したいと思いますので、

米澤哲也会員：一年間大変おつかれ様でした。

多数のご来場をお願いたします。

本庄伸子会員：本年度も大変お世話になりました。あ

りがとうございました。

出席報告

辛島光司会員：会長、幹事一年間お疲れ様でした。ご
心配とご迷惑をおかけしました。来年度気持ち新た
によろしくお願いします。

第2356回（6月25日）
会 員 総 数

34名

（内出席免除 ）

藤久保茂己会員：一年間大変おつかれさまでした。
川端克弥会員：会員の皆様１年間大変お世話になりま
した。
斉藤順一会員：青少年奉仕委員長の斉藤です。２年間
皆様の御協力により無事に終えることが出来ました。
ありがとうございました。次年度辛島委員長がんば
って下さい。また沢山の協力お願いします。

出

苦労様でした。各委員長、１年間おつかれ様でした。
竹田 豊会員：一年間お疲れさまでした。先日の家族
旅行ではお世話になりました。
奥田和茂会員：一年間お世話になりました。来年度も
よろしくお願いします。
石部幸二会員：会長、幹事１年間大変お疲れ様でした。
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数
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欠席者
松永忠昭会員、御幡辰也会員、宮本順二会員

宮丸龍昭会員：臼杵会長、佐々木幹事、１年間大変御

ニコニコ累計

山上明宣委員長

年間出席率集計（6月25日現在）
7月

９５.４５％

1月

８４.３８％

8月

９２.８６％

2月

９４.５３％

9月

９２.９７％

3月

９３.８０％

10月

９０.６３％

4月

９２.５０％

11月

８５.１６％

5月

９３.１３％

12月

９２.９１％

6月

９３.９８％

年間

９１.８５％

６１３，０００円

クラブ協議会
年度の活動報告

おかげでこの一年間活気ある宇佐ロータリークラブ

■臼杵 確会長

ではなかったでしょうか。

今年度のクラブ運営方針は

２）会員３名増強

１）出席率９０％以上

今期の目標は３名増でしたが目標には至りませんで

２）会員３名増強

した。しかし、今期は御幡会員というすばらしい若い

３）地域社会への貢献

有望な会員が仲間になりました。そして誇らしく思う

４）西全州ロータリークラブとの姉妹延長調印式

のは退会者がゼロだということです。

５）５０周年に向けて準備委員会の検討
この５つを目標として掲げました。

これは宇佐ロータリークラブの会員一人ひとりの存
在意義がある、素晴らしいクラブとして成長している
証しではないでしょうか。

１）出席率９０％以上
皆さまの高い意識のおかげで今年度は約９２％の出
席率となりました。これはやはり継続は力なりで数年
間かけて築いてきたものだと思います。
山上出席委員長のご尽力と川端ＳＡＡの例会運営に
感謝します。

藤林会員増強委員長、そして委員の皆さま、ありが
とうございます。
３）地域社会への貢献
「奉仕を志す者の集まり」として地域社会への貢献、
を目標に、職業奉仕委員会では、宇佐市平和資料館に
運営費として寄付を行いました。

そしてこの実績を影で支えているのは会員相互の親

社会奉仕委員会では、「補助金活用事業」でフラワ

睦が大きいのではないでしょうか、石部親睦委員長そ

ーロードに交通安全を願う看板を設置、そして津房小

して委員の皆さまに感謝します。

学校には図書の寄贈を行いました。

青少年奉仕委員会では、インターアクトクラブの活
動が活発になり、中身の濃い活動を行いました。薬物
乱用防止キャンペーンや２４時間TVの募金活動に参
加、７月には柳ヶ浦高校生に冨田江里子さんの講演会

■佐々木正博幹事
1年間の行事につきましては、会長が
ご報告された通りです。
幹事の喋る隙間はありません。ただ勉

を行い、インターアクト年次大会ではホストクラブの

強になったことや思い出は1時間や2時間では話せない

安心院高校をサポートし、長洲のビーチクリーンアッ

くらいの経験をさせて頂きました。

プ活動への参加や市内の平和ウォークイベントには救
護隊として参加しました。
そのほか、フラワーロード花壇の整備や桜並木の整

最初の地区研修協議会で習った幹事10箇条の内2つ
を目標にし公約としました。
第2条「会長の女房である。」これにつきましては、

備など宇佐市の環境整備への貢献を続けることができ

ことある毎に会長の事務所に行き高価なコーヒーを頂

ました。

きだらだら話すことで意思の疎通を図りバディになれ

津々良職業奉仕委員長、末宗社会奉仕委員長、斉藤
青少年奉仕委員長、そして委員の皆さま、おかげで目

たつもりでいます。
第4条「クラブのスチュアートである。」これにつ

標に掲げた素晴らしい地域社会への貢献ができました、

きましては、皆様をもてなすほどの技量は無いので、

ありがとうございます。

フラワーロードの整備、IAの例会、IAの平和ウォーク

４）西全州ロータリークラブとの姉妹延長調印式

など、催し事には可能な限り参加し明るく振る舞う様

１０月に西全州に訪問し無事に調印式を行うことが
できました。
韓国では心温かい歓迎をうけ、楽しいハプニングも
沢山あり、笑いの絶えない旅行となりました。
河村国際奉仕委員長の段取りのもと、お互いの友

に心掛けました。
私なりに採点しましたら、欲目ですが合格点ギリギ
リの60点くらいかと考えています。
私が、このクラブに復活してから４年です（末宗年
度に復帰です）。その後の3年間、石部年度で出席、

好・親睦がまた深まった調印式でした。

藤本年度でSAA、今年度に幹事を担当しました。例会

５）５０周年に向けて準備委員会の検討

場で全体を観る担当が続きました。

大きな節目となる年度を迎えるにあたりこの年度で
準備委員会立ち上げの検討を目標としましたが、無事
に準備委員会が構成され、岩井実行委員長のもと万全
の体制で臨める準備が整いました。

先輩方はすでにお気付きだと思いますが、当方はや
っと気付き感じた事が2点ございます。
①：SAAをしていた時に感じ今年度幹事をしながら
痛感しました。
それは、各委員会が様々な活動を行う上で副委員長

そして全ての委員会の皆さまにこの場でひとつひと

の存在が大きい事です。副委員長がその委員会の委員

つ感謝を申し上げるところですが、年頭のクラブ運営

長の代行として自覚しているか、また委員長は副委員

方針に沿っての総括とさせていただきました。

長に常に相談をしているか、二人三脚が出来ているか

各委員会の皆さま重ねてお礼申しあげます、ありが
とうございます。

と言う事です。今年度の社会奉仕委員会を観て委員長
が副委員長を上手に二人三脚か？強制か？は不明です
が、二人で進んでいました。

５０周年にむけて、ホップ、ステップ、ジャンプの
ホップの年度は終わります、さあ、７月からは新しい
ステップの年度が始まります。次年度もお力添えをお
願いします。
最後に事務局の秋野さんを加えた宇佐ロータリーク
ラブの３４名の仲間の皆さん、一年間支えて頂きあり
がとうございました。

次年度も委員長、副委員長が報連相を保てばクラブ
の運営が円滑に行えるのではないかと思います。
②：前々年に出席を前年にSAAをしている時に感じ
ており幹事をすることで経費を見ることになり思った
ことがあります。
次々年度50周年に向けて資金の貯えを考えておりま
す。そこで例会での食事です。今年度のホーム例会
（食事）が42回ありました。全ての食事の注文数が

1268食で、余った食事が104食です。これを金額にす
ると約13万円です。事務局に確認しましたが、当日の

（２）環境保全
・フラワーロード花壇の整備

9時に各仕出しのお店に個数の連絡をしています。こ

地区補助金を活用し花壇の整備と交通安全の啓発

の時間までに事務局にFAX等の連絡があれば少しでも

を行う

助かります。
まずは、身近に出来る節約を皆さんで取り組めたら

7月12日(土)6時30分～草取り（RC会員15名参加）
9月20日(土)6時30分～草取り、整備
（RC会員16名参加）

良いかと思いました。
1年間大変お世話になりました。ありがとうござい
ました。

9月23日(火)交通安全喚起パネルの設置
10月4日(土)6時30分～草取り、花植え
（RC会員14名参加）

■津々良洋一職業奉仕委員長
一年間を振り返って職業奉仕委員会の
活動報告でございますが、年度方針とし

11月16日(日)青少年奉仕
（柳高インターアクト生8名、RC会員9名参加）
2月14日(土)7時～草取り、肥料

て四つを掲げておりました。
１．四つのテストの唱和、２．炉辺会談、３．職場
訪問、４．会員の職業紹介 のうち実行出来たのは始

（RC会員19名参加）
4月18日(土)7時～草取り （RC会員16名参加）
6月6日(土)6時30分～草取り、刈り込み

めの３点でございます。

（RC会員23名参加/内12名）

ロータリーでは職業奉仕はクラブ奉仕に次いで第二
の奉仕部門と言われており非常に重要な活動なのです

・宇佐ロータリー国体記念樹の河川敷桜並木の手入れ

が、私自身が職業に追われてしまい、職業奉仕活動が

7月26日(土)6時30分～（RC会員16名参加）

十分に出来ませんでした。炉辺会談も５回実施予定が
内容的には３回、実質２回の実施となり、反省する点
を多く残すこととなりました。

11月16日(日)青少年奉仕
（柳高インターアクト生8名、RC会員9名参加）
6月6日(土)6時30分～（RC会員23名参加/内11名）

その点を踏まえて次年度の藤本職業奉仕委員長には
頑張っていただきたいと思います。私も次年度職業奉

※たくさんの会員の皆様のご協力誠にありがとうござ

仕委員会に入っていますので、支えながら足りなかっ

いました。

た分を補佐していきたいと思っております。皆さんに

次年度もご協力よろしくお願い致します。

お詫びしつつ職業奉仕委員会の報告とさせていただき
ます。

■河村正一国際奉仕委員長
7月17日フィリピンの冨田江里子さん

■末宗為十社会奉仕委員長
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した。
今年度の社会奉仕委員会の事業活動について報告を

が来日されまして、米澤会員を通じて古
着やタオル等をフィリピンに贈って感謝
をされております。
それから10月7日から9日まで西全州RCとの姉妹ク
ラブ締結調印式に6名で訪韓してきました。
今年になりまして5月26日から30日にはフィリピン

致します。

のスービックRCから6名の会員の方が来日して例会に

（１）地域発展

出席され、滞在中は藤本会員、米澤会員はじめそれぞ

・市内小学校又は中学校への図書の寄贈
6月11日(木)朝8時15分～9時15分 (RC会員13名出席)
津房小学校図書贈呈式（10万円分）
ありんこによる読み聞かせ（4名出席）

れの方のご厚情により歓迎をしたところでございます。
以上が国際奉仕の一年間の事業でございます。ご協
力ありがとうございました。

■斉藤順一青少年奉仕委員長
前期の活動報告は12月のクラブ協議会

■幡手一義クラブ奉仕委員長
今年度は50周年に向けてのスタートを

で行なっていますので、1月からの報告

切り、皆様と一緒に頑張って参りました。

をいたします。

7月から始まる幡手年度もクラブ全体が

1月は今年度インターアクトクラブに3年生（卒業生）
がいませんでしたので、活動はしておりません。

心を一つにして一層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します。

2月は宇佐八幡RCの第10回生き生きジュニアふうせ
んバレーボール大会に参加しました。
3月は青少年奉仕委員会のもう一つの事業である長
洲中学校1年生対象の「先輩に学ぶ」で4名の講師を派
遣しました。

ゴルフ愛好会コンペ
6月21日(日) 城島高原GC

4月は長洲ビーチクリーンアップに参加しました。
5月は宇佐航空隊平和ウォークで救護と受付をして
おります。
柳ヶ浦高校インターアクトの生徒はこの二年間で
様々な活動をしてきましたが、今年度最初の例会の話
し合いで、自分たちで何か考えて活動しようというこ
とで、4月からことぶき幼稚園で先生方と一緒に児童
の手伝いをしているそうです。インターアクトの活動
を通して、生徒たちの成長を実感しています。
最後に、藤久保会員には例会場所や年次大会時のバ
ス手配等、多くの面で高校とのパイプ役としてサポー
トしていただきまして感謝申し上げます。
次年度辛島委員長へのご協力もよろしくお願いいた
します。二年間本当にありがとうございました。

懇親会･御幡新会員歓迎会
同日18時～ 翔山
優勝：御幡辰也会員
おめでとうございます！

一年間
お疲れさまでした
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