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＊１月のプログラム予定＊

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．出席報告
■クラブ協議会「半期の報告」
■年次総会

第

会 長

9日(土) 新年例会 18:30～ホテル白菊
14日

内部卓話 末宗為十会員

21日 内部卓話 山井辰夫会員
28日 内部卓話 河村正一会員増強委員長

平成

年１２月１７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

幡手 一義 会長

今年も残り少なくなりました。皆さんは今年を振り
返ってどんな一年でしたか。
先日、今年の漢字として「安」と発表されましたが、

や作り方を変えていく時代になっています。
それから今年は記録があります。それはマムシを捕
獲した数で、今年は7匹でした。例年2～3匹ですが今

私にとっての今年の漢字は「温」です。皆さんの温か

年は大変多かったです。ミョウガを収穫していてマム

さで支えられ、会長をさせてもらっています。それと

シに噛まれた人がいます。私も昨年ミョウガを収穫し

気温の温暖化です。農業に大きな影響があります。稲

ていて出くわしたことがあります。マムシの話しは長

作は7月下旬～8月上旬に天気に恵まれて、１０ａ当たり

くなるので時間がある時にまた改めたいと思います。

8～9俵の収量があり、値段も昨年より2,500円も高く、
稲作にとっては良い年でした。温暖化に合わせた品種

事務局

今年も残り2週間ありますので、気をつけてもらい
たいと思います。

〒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/

幹事報告

住本 憲彦 幹事

委員会報告
◎50周年実行委員会

１．来信
1）八代南RCより「創立40周年記念式典ご案内」

総務 津々良洋一会員

来年1月21日(木)18:30～「ちよせ」に

平成28年3月5日(土) 13:00～受付、14:00点鐘

て、50周年時の役割分担(案)の報告会を

やつしろハーモニーホールにて

いたします。全員参加でよろしくお願い

登録希望者は回覧の登録申込書にご記名下さい。

します。

2）ハイライトよねやま
3）ソウル国際大会 地区ツアーの詳細

宮丸 龍昭

4）ロータリーの友地区委員より「12月号掲載記事
に関して、クラブでの取組み内容調査」
5）第5回 日台ロータリー親善会議のご案内
２．例会変更

裏面に掲載（週報では省略）

３．週報受理

佐藤憲三郎会員：石部先生卓話楽しみにしています。
藤林鋭司会員：藤本会員に素敵な写真を頂きました。
ありがとうございます。

宇佐八幡RC、杵築RC、中津RC、中津中央RC
４．理事会報告

幡手一義会長：石部会員卓話宜しくお願いします。

なし

５．お知らせ
1）出欠を回覧致します。

津々良洋一会員：先日は岩井会員ほか皆様にお世話に
なりました。
石部幸二会員：卓話をさせていただきます。
末宗為十会員：石部会員卓話楽しみにしています。／

①12/24例会 ②1/9新年例会 ③1/10ゴルフ愛好会

岩井会員先日は大変お世話になりました。／藤本会

④1/31R財団セミナー ⑤ソウル国際大会

員写真ありがとうございます。

2）次週12/24は時間と場所を変更して18:30～はち
まんの郷宇佐にて2015年最後の例会です。
・クラブ協議会「半期の報告」会長･幹事･五大奉仕
委員長
・年次総会「会長ノミニーの選出、次年度役員理事
の選出」
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
奥田和茂会員、新開洋一会員、和田久継会員
７．本日の当番

臼杵 確会員：寒くなりました。みなさんカゼなど引
かないように。／石部会員卓話楽しみにしています。
藤本博和会員：石部会員本日はどんな話を聞かせてく
れるのか楽しみです。
是永潤一会員：石部先生の卓話楽しみに聞かせていた
だきます。
本庄伸子会員：石部先生本日卓話楽しみにしています。
宮本順二会員：職業奉仕の為早退します。
宮丸龍昭会員：すみません、職業奉仕の為早退します。

ニコニコ累計

243,000 円

米澤哲也会員、石部幸二会員

内部卓話
今月のお祝い

「ロータリーと私」
石部 幸二会員

配偶者誕生日
竹田 豊会員
ありがとうございます。

平成10年12月17日 入会
ロータリー歴17年
職業分類 歯科医師
皆出席4年
推薦者 佐藤会員
入会時 篠田年度 会員数49名

○入会のきっかけ ～ 入会当時

開業して1年ほどたったある日、用事があり、さと

各委員長を立てて事業がスームーズに運ぶように動く
縁の下の力持ちである

う薬局に行ったところ「ロータリーに入らんかえ、楽

秋野さんの病欠 銀行と週報の作成

しいところだから一度見学においで」と騙され、例会

改めて秋野さんのありがたさが身にしみた。

場に赴いた。竹の屋の衛藤さんのところのモスバーガ
ーが昼飯で、緊張もありのどを通らなかった。
例会が終わったら広瀬俊一さんからロータリーにつ
いて丁寧に説明を受けたが、右から左へ抜けて行った。
入会したもののロータリーのなんたるかもわからず、
誰も知らなかったため、いつ辞めようかとばかり考え
ていた。出席率は新開会員と同程度であり、足を引っ
張っていた。
その当時新しい年度の準備委員会では委員長が宴会
の費用を持つのが慣例であり、料亭で委員会をしたこ
ともあった。合同で委員会をすることがなかったので
やたら委員会が多く、毎晩のように宴会があった記憶
がある。
同じ年度に入会した、Ｓ会員は必ずそういう時には
出席していて、よく最後まで飲みに行っていた。そう
こうしているうちに不良会員ながらも辞めることなく、
過ごしていた。

○会長年度

2012～13年の会長を仰せつかる。
まず若い会員の活用
職業奉仕山上会員、社会奉仕松永会員、国際奉仕辛島
会員、青少年奉仕米澤会員
財団の補助金を使用する事業
マッチング・グラント
現在のグローバル補助金
何とか患者搬送用の車両を寄贈できた。
米澤会員の協力
会長を経験して初めてロータリアンとなった感じがした。
○財団委員長

藤本年度
地区補助金を利用して、トライシクル、図書の寄贈
○５０周年に向けて

さて、次年度は50周年という大きな節目を迎えます。

○母校の大学院に通うことを決意

事業担当として過去の周年行事

学位取得のため出席免除扱い

50周年の記念事業「世界へはばたけ若人よ」

平成15年入学、平成23年学位取得

秋月美祐さんの留学支援 式典にどう入れ込むか？

○西全州の思い出

佐藤会員と釜山まで、志村会員とソウルで合流
山井会長年度

出席報告

第2380回（12月17日）

昼間飲みすぎて式典に参加できなかった会員がいた。
○モリアルタの思い出

佐藤会長年度初めて参加、オペラハウスの階段で転び
怪我をした現地の子どもを手当てした。私は始めその
まま通り過ぎようとしたが、一緒にいた会員は言葉が
通じない場所でも見て見ぬふりをしなかった。
ロータリー精神

本庄 伸子 委員長

会 員 総 数

32名

（内出席免除）
出

席

1名

数

26名

（ 内 事 前 MU）

0名
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席

数

5名

出

席

率

８３．８７％

欠席者
○幹事年度

奥田和茂会員、小野田義文会員、辛島光司会員

地区協議会 1年間ロータリーの奴隷となれ

新開洋一会員、和田久継会員

幹事の立ち位置
会長の意思を動きやすいようにするための各委員長と
の連絡係

閉会点鐘
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