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＊５月のプログラム予定＊

１．会長の時間

5日

休会

２．幹事報告

12日

３．委員会報告

19日 内部卓話 是永潤一会員

４．スマイルカード

26日 内部卓話 藤久保茂己会員

職場訪問 九州ケース(株)

５．内部卓話 是永潤一会員
６．出席報告

第２３９８回例会

平成２８年

５月１２日

の記録

開会点鐘
 ソ ン グ

我等の生業

 ゲ ス ト
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 ビジター

銅野喜一ガバナー補佐、川本昌安氏（豊後高田RC）

会長の時間

幡手 一義 会長

皆さんこんにちは。
今年の大型連休は皆さんいかがだったでしょうか。

日野原先生の本からご紹介します。
日本にはいろいろな事件が起こりましたが、特に忘

私は5月5日は孫4人に連れられて「うみたまご」に行

れられないのは、次の二つの大事件を体験したことで

きました。人が多く、イルカ、セイウチを見るのに肩

す。

車をして見せてやりました。連休にしては車が少なく
良かったです。

一つに、昭和45(1970)年3月末、日航機「よど号」
のハイジャックに遭遇、3日後に韓国の金浦空港で解

話は変わりますが、聖路加国際メディカルセンター

放されたことです。この時、私はこれからのいのちは

理事長の日野原重明先生の104歳記念講演が6月3日に

神から与えられたものであり、自分以外の他の人のた

大分市であるそうです。

めに捧げることを決心しました。

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/

もう一つは、平成7(1995)年3月の地下鉄サリン事件
です。地下鉄築地駅でサリンを吸って倒れた640人の
人たちが聖路加国際病院に運ばれてきましたが、全員
を救急で受け入れて介護にあたりました。残念ながら
一人が亡くなられましたが、残りの人たちは全員無事
に退院していきました。

津久見RC：5/17(火) 18:30～津久見市民会館に変
更；津久見ローターアクトクラブとの合同例会の為
３．週報受理
大分キャピタルRC、津久見RC
４．理事会報告
なし

釈尊は人間の一生を「生老病死」と表現しています

５．お知らせ

が、私がいのちについて考えるのは、「どう、よく生

1）次週例会終了後、定例理事会を開催します。

き」「どう、よく病み」「どう、よく老いるか」とい

2）5月26日例会終了後、50周年委員会を30分程度開

うことです。

催します。各担当委員会の進捗について協議しま

私は、私のいのちを未来に生きる若ものや子どもた
ちのために用いたいと思っています。そのために、私
は日本各地において10日に一度くらいの割で10歳を中
心にした子どもたちに45分間の「いのちの授業」を行
なっています。

すので、担当委員長のご出席をお願いいたします。
3）次年度準備委員会のお知らせ（国際奉仕）
【5月19日(木) 19:00～「ちよせ」にて】
６．欠席連絡
是永潤一会員、山上明宣会員

ここではいじめをなくすることと、お互いのいのち
を大切にすることを説いています。今、10歳の子ども
たちが選挙権をもつようになったときには、憲法改正
の国民投票に「Ｎｏ（ノー）」と言える青年になって

委員会報告
◎職業奉仕

藤本博和委員長

本日はこの後、職場訪問ということで、

ほしいからです。
あの悲惨な戦争を体験したものの一人として、そし
てそれでも相変わらず世界各地で戦争や紛争が絶えず、

中津市大新田にある段ボール製造をして
いる「九州ケース(株)」を訪問いたします。

何の罪もない子どもたちのいのちが脅かされていると

場所は中津自動車学校の向かい、ニトリの隣です。

いう現実を目の前にして、「平和」の実現こそが私の

安全運転でいらしてください。よろしくお願いします。

悲願でもあるからです。
◎青少年奉仕 辛島光司委員長
5月14日(土)に開催される宇佐航空隊

幹事報告

住本 憲彦 幹事

１．来信

平和ウォークで、柳ヶ浦高校インターア
クトクラブが救護班として活動しますので、青少年奉

1）ガバナー月信 2016年5月号；印刷配布

仕委員会としてサポートをします。ご参加可能な方は、

2）ガバナーメッセージ「平成28年熊本地震について

8時15分に柳ヶ浦高校グラウンドに集合お願いします。

（現状のご報告②）」
3）熊本東南RCより「救援物資のお礼」

また5月23日(月)にインターアクト例会を開催しま
す。時間等詳細は次週の例会でご案内いたします。

4）熊本菊南RCより「創立30周年記念式典・祝賀会
（6/4）中止のお知らせ」
5）RI2680地区 2016-17 インターアクトリーダー研
修・前島 国際RYLAセミナーのご案内」
２．例会変更
湯布院RC：5/11(水)→5/12(木)に変更；大分城西RC
との姉妹クラブ調印式の為

◎次年度社会年奉仕 宮丸龍昭委員長
本日19時より「翔山」にて次年度社会
奉仕委員会を開催しますので、次年度委
員の方はよろしくお願いいたします。

◎藤林鋭司会員

米澤哲也会員：先日仕事の機械故障を藤本会員に修理

連休中の5月4日・5日にオーストラリ

していただき、大変助かりました。

アから恵美子・マイヤーさん、ピータ

本庄伸子会員：今日の職場訪問よろしくお願いします。

ー・マイヤーさんご夫妻、ご友人のケイさんの3名が

川端克弥会員：先日のフラワーロード花壇の整備に多

お見えになりました。4日の夜に翔山さんで有志の夕
食会をしました。その礼状が英文のメールで届きまし
た。娘が翻訳してくれた文書を回覧します。

くの参加ありがとうございました。

ニコニコ累計

508,000 円

私達の感謝を、幡手会長にお伝えください。
そして、同じく水曜日に楽しい歓迎の、食事をして下さ

出席報告

いましたロータリーメンバーにも、ありがとうございました
と、お伝えください。

本庄 伸子 委員長
第2398回（5月12日）

会 員 総 数

あなたが、いつも、友好関係をサポートしてくれているお
蔭で、宇佐訪問がより良いものと、なっています。

32名

（内出席免除）
出

席

0名

数

30名

また、杵築祭りや地獄めぐりに、連れて行って下さった、

（ 内 事 前 MU）

1名

米澤哲也さんにも感謝をお伝えください。

欠

席

数

2名

１０月の『５０周年』に、クラブでお伺いできることを、楽し

出

席

率

９３．７５％

みにしています。
ピーター・恵美子より

事前MU

是永潤一会員（ﾌﾗﾜｰﾛｰﾄﾞ花壇整備）

欠席者

小野田義文会員、山上明宣会員

※出席率の更正
◎4/28の出席率 96.88→１００％に更正
事後MU 米澤哲也会員（ﾌﾗﾜｰﾛｰﾄﾞ花壇整備）

松永忠昭 委員長
川本昌安君(豊後高田RC)：いつもお世話になります。

◎4/21の出席率 87.50％→９０.６３％に更正
事後MU 川端克弥会員（ﾌﾗﾜｰﾛｰﾄﾞ花壇整備）

豊後高田RC会長エレクトの川本です。次年度もよ
ろしくお願いします。
幡手一義会長：藤本委員長、本日は職場訪問宜しくお
願いします。
藤本博和会員：本日の職場訪問、九州ケース参加あり
がとうございます。
河村正一会員：職場訪問に出席出来なくて、藤本委員
長に申し訳ありません。
佐藤憲三郎会員：藤本職業奉仕委員長、本日はお世話
ありがとうございます。
末宗為十会員：石部次年度職業奉仕委員長、先日は準
備委員会お世話になりました。／宮丸次年度社会奉
仕委員長、今日はよろしくお願いします。／藤本会
員テレビが良く映るようになりました。
石部幸二会員：職場訪問例会で、職業奉仕委員長には
お世話になります。

職場訪問例会
九州ケース株式会社
中津市大新田348-1
事業内容：段ボールシート及び段ボールケースの
製造加工並びに販売

■藤本博和 職業奉仕委員長より
まず高橋常務より会社概要や段ボールのルーツにつ
いてお話をいただき、続いて塚崎部長より製造の流れ
についての説明を聞きました。
コルゲーターラインでロール状の原紙を合わせて
糊付けし段ボール状の平板に
↓
搬送ライン：各ライン250、300、EVOL(毎分350枚)
で印刷・カット・加工・画像検査まで
↓
所定枚数結束を行って
↓
金属検知機を通り
↓
パレッタリング荷積み

いざヘルメットをかぶり、子供のように嬉しそうに
工場へ。段ボールが出来るまでのラインを見学し、そ
の音とスピードの迫力、ロボットでのパレッタリング
を皆さん興味深く見入っていました。
幡手会長の謝辞では、製作工程を見学し改めて段ボ
ールを大切に使いますとのことでした。
高橋常務はじめ九州ケースの方々の温かいおもてなしに感謝申し上げます。お土産までいただきました。
最後に、職場訪問が多くの会員の参加の元で無事に終わりました。ありがとうございました。
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