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＊３月のプログラム予定＊

１．会長の時間

3日

内部卓話 和田久継会員

２．幹事報告

10日

３．委員会報告

17日 内部卓話 山上明宣会員

４．スマイルカード

24日 内部卓話 竹田 豊会員

５．内部卓話 竹田 豊会員

31日 内部卓話 岩井正久50周年実行委員長

廣瀬辰彦会長エレクト「PETS報告」

６．出席報告

第

回例会

平成

年

３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

皆さんこんにちは。

して2～3日したら良くなった。そんなことがこの時季、

先日、長洲中学校での「先輩に学ぶ」で講師をされ

花粉の多い年に数回あり、花粉が原因だと分かりまし

た会員の皆さん有難うございました。大変すばらしい

た。今は花粉が目に入らない様に対策をして仕事をし

内容でした。

ています。

今の季節、スギ花粉が多く飛び交っています。気を

日本は国土の3分の2が森林で世界第2位の森林大国

つけて下さい。私は花粉でひどい目に遭ったことがあ

です。1位は北ヨーロッパのフィンランドです。ちな

ります。37～38年前、夜中に目に激痛がして、朝には

みにフィンランドの森の妖精はムーミンです。日本で

目が開かなくなり眼科に行くと、何かが目に入ったん

はトトロです。日本の森林は杉が多く、その杉が多く

だろうと言われましたが何も入っておらず、目薬をさ

花粉を出しています。日本の木材の自給率は10％台ま

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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で落ちていましたが、今は30％台まで回復しているそ
うです。

７．本日の当番
藤久保茂己会員、本庄伸子会員

花粉の時季はもう少し続きますので、くれぐれも気
をつけてください。

委員会報告
◎社会奉仕

幹事報告

住本 憲彦 幹事

3/19(土)

川端克弥委員長
朝6:30～河川敷及びフラワー

ロードの除草、清掃をします。2班に分け

１．来信
1）RIより「2016年ロータリー国際大会：投票代議
員用の書類」

て行います。人員を振り分けて事務局より
連絡します。

2）地区関連
①次年度 会員増強・管理運営 合同セミナー開催の
お知らせ(予告) 5/22(日)大分市
②次年度 会員増強部門長からアンケート「職業分
類表と5年未満会員数の調査」
③ローターアクト大分グループ留学生交流会のご案内

◎青少年奉仕

辛島光司委員長

3/14(月)長洲中学校「先輩に学ぶ」と、
柳ヶ浦高校「インターアクト例会」に多数
の参加ありがとうございました。無事に終
わった事を報告申し上げます。

3）ハイライトよねやま
4）ロータリーの友 次年度雑誌委員長への送付につ
いて；次年度委員長に確認
5）熊本りんどうRCより「バナー交換のお願い」
；4/23日田中央RC40周年祝賀会にて

◎国際奉仕

竹田 豊委員長

ソウル国際大会出席の登録締切が今月中
となっております。現在までの参加希望者
は５名(幡手、廣瀬、河村、藤林、津々良)で
す。手続きを進めてまいります。

２．例会変更
杵築RC：3/17(木)は休会
中津RC：3/30(水) 18:30～「廣池千九郎中津記念館」
に変更；観桜夜例会の為
３．週報受理

中津RC

◎職業奉仕

藤本博和委員長

炉辺会談を3/31(木)18:30から開催します。
会場等は後日連絡します。

４．理事会報告 なし
５．お知らせ

松永 忠昭 委員長

1）出欠回覧
①社会奉仕作業(3/19) ②職業奉仕炉辺会談(3/31)

幡手一義会長：「先輩に学ぶ」講師をされた辛島委員

③宇土RC30周年(5/7) ④熊本菊南RC30周年(6/4)

長、御幡会員、宮丸会員、奥田会員、有難うござい

2）本日例会終了後、定例理事会を開催いたします。

ました。／インターアクト例会に参加された皆さん

役員・理事の方はお残りください。
3）会費等の引落しを 3/25(金)に実施します。口座
残高の確認をお願いいたします。
①R財団年次寄付(100ドル=11,600円) ②日田中央

有難うございました。／山上会員、卓話宜しくお願
いします。
山上明宣会員：本日卓話をさせていただきます。皆様
用事を作って早退して下さい。

RC40周年登録料 ③地区大会登録料・交流会費・

廣瀬辰彦会員：山上さん卓話よろしくお願いします。

宿泊料 《②③は登録者のみ》

佐藤憲三郎会員：山上会員の間違いなく楽しい卓話を

６．欠席連絡
石部幸二会員、新開洋一会員

期待しております。／長洲中学校「先輩に学ぶ」の
講師の皆様お疲れ様でした。

津々良洋一会員：山上会員の卓話久し振りに聞きます。

れるのですが、すったもんだの末、私は進学コースに

末宗為十会員：川端社会奉仕委員長、先日の夜の委員

入り大学へと進む道を選びました。第一志望だった福

会では大変お世話になりました。／山上会員卓話楽

岡市内の大学の受験前日は、親の忠告も聞かず先輩の

しみにしています。／御幡会員、宮丸会員、奥田会

アパートに泊まりました。前夜に先輩に案内された博

員、辛島青少年奉仕委員長、先日長洲中学校「先輩

多の夜の賑わいが私の集中力を奪い、受験は見事失敗

に学ぶでは大変お疲れさまでした。

に終わりました。その後第２志望の大学に入学し、４

藤本博和会員：「先輩に学ぶ」講師の皆さんお疲れ様

～５年福岡で過ごしました。卒業後は就職難の時代で

でした。始まる前の引き締まった顔、帰りの際のす

したが、大阪のプラスチックメーカーに就職し３～４

てきな笑顔が印象的でした。／山上兄貴の熱い卓話

年過ぎた頃に東京への転勤辞令があり、それをきっか

とても楽しみにしております。

けにサラリーマンを断念することとなります。２６才

臼杵 確会員：長洲中学での4名の先生、おつかれ様
でした。／インターアクト例会に参加できずすみま
せん。

でした。
とにかく故郷に帰り、何か適当に仕事を探せばいい
やというぐらいの気持ちでした。帰郷してから、とあ

是永潤一会員：山上会員の卓話楽しみに聞かせていた
だきます。

るきっかけで四日市町の店舗物件が手に入り、駄目元
でスナックを始めました。知人もほとんどいなく３～

本庄伸子会員：山上さん卓話たのしみにしています。

４日は開店休業状態でした。しかし入店をいただいた

川端克弥会員：先日、社会奉仕委員会に参加された皆

お客様の口コミで、半年程すると結構な繁盛店へと変

様大変お世話になりました。

身していきました。その頃長男が生まれ、水商売だけ

河村正一会員：葬儀の為早退します。

ニコニコ累計

417,000 円

でなく子供の為にとも思い、安心院町には無かったレ
コード店を開店しました。しかしこの業界は甘くなく、
各レコード会社から送り届けられるレコードで多くの
在庫を抱える羽目になってしまいました。返品は１割

内部卓話

という業界でしたので、１年程で経営はどうにもなら

「私の履歴」

ない状況となっていきました。四日市の店は順調でし

山上 明宣 会員

たので、何とかやりくりができました。新たな趣向で

１年半ぶりの卓話です。新会員も

益々繁盛しました。その代わりトラブルもたくさん発

増えてきましたので、今回は自分の

生しました。警察や地元商店街の役員さんたちにも迷

履歴をお話します。

惑を掛けました。そんなこんなで３年程で閉店しまし

私は安心院で次男として生まれま
した。実家の「やまさ旅館」は東京

た。
その後ブランド品の古着屋を手がけましたが１年程

で修業した兄が跡を継ぎました。やんちゃに育ってき

で撤退しました。そんな時親の勧めもあり、どっしり

ましたが、高校進学の時期になり宇佐高校を志望しま

構えて落ち着いた仕事という考えから、現在の「翔山」

した。一番の理由はバイク通学が出来る距離だったか

を始めました。いわく付きの中古物件で正常の物件に

らです。しかし地元の安心院高校の普通科が１クラス

なるまでに１０年以上かかりましたが、お客様にも恵

から２クラスへと定員を増やす推進運動の最中で、父

まれ少しずつ発展していきました。創業当時、岩井会

がその中心的な役をしていましたので、父の強力な勧

員が来店した時に言われた言葉があります（岩井さん

めの中、安心院高校へ入学することになりました。入

は忘れているかも知れませんが）。「何でも始めたら３

学してからは高校と実家が近かった事もあり、昼休み

年間は休んだらダメだぞ、がんばれよ」と声を掛けて

等は家に帰ったりしながら気楽な学生生活をしており

頂きました。私はその言葉を肝に銘じ、元旦も休まず

ました。２年生から就職コースと進学コースに分けら

営業しました。お客様の来店もなかったんですが…。

私生活ではたくさんのダメージがありましたが、仕

社会奉仕委員会

事は究極の条件の中でやり抜きました。母はそんな中

河川敷・フラワーロードの除草と清掃

で私をたくさん支えてくれました。私の今の日課は、

3月19日(土) 朝6:30～

入院している母の面会に毎日行く事です。母の顔を見
る事が私の出来る親孝行であり、心の糧でもあります。
その気持ちが現在30年の営業を続けられています。

出席報告

本庄 伸子 委員長
第2391回（3月17日）

会 員 総 数
（内出席免除）
出

席

数

32名
1名
30名

（ 内 事 前 MU）

1名

欠

席

数

1名

出

席

率

９６．７７％

事前MU 奥田和茂会員（先輩に学ぶ）
欠席者 石部幸二会員
※出席率の更正

臼杵会員、奥田会員、末宗会員、住本幹事、幡手会長

◎3/10の出席率 87.10％→９３.５５％に更正

藤林会員、御幡会員、宮丸会員、米澤会員、和田会員

事後MU 末宗為十会員（先輩に学ぶ）

石部会員、是永会員、佐藤会員、竹田会員、廣瀬会員

米澤哲也会員（IAC例会）

松永会員、川端委員長 （17名参加）

◎3/3の出席率 96.77％→１００％に更正
事後MU 御幡辰也会員（先輩に学ぶ）

第2720地区ホームページよりスケジュール
2016年４月

2016年５月

★は当クラブ出席対象者あり

2016年６月

4/2 (土)
大分第二グループ ＩＭ ★

5/7 (土)
宇土RC30周年 ★

6/4 (土)
熊本菊南RC30周年 ★

4/9 (土)
米山世話クラブ説明会 ★

5/14 (土)

6/ 5 (日)
第五回 日台親善会議 金沢

4/10 (日)
地区研修・協議会 ★
4/23 (土)
日田中央ＲＣ40周年 ★

2016-17年度 会員増強･管理運営ｾﾐﾅｰ

（熊本学園大学）
5/22 (日)
2016-17年度 会員増強･管理運営ｾﾐﾅｰ

（ホルトホール大分）★
5/29 (日)
国際大会 ソウル（～6/1）★

6/11〜12 (土日)
ＲＡ研修会
6/18 (土)
熊本西南ＲＣ40周年 ★
6/25〜26 (土日)
ＲＡＣ研修会
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