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＊６月のプログラム予定＊

１．会長の時間

2日

外部卓話 高橋一郎氏（九州ｹｰｽ㈱常務取締役）

２．幹事報告

9日

内部卓話 岩井正久50周年実行委員長

３．委員会報告

16日 内部卓話 磯永喜八郎会員

４．スマイルカード

23日 外部卓話 冨田江里子氏（フィリピン助産師）

５．外部卓話 高橋一郎氏（九州ｹｰｽ㈱常務取締役）

30日 幡手年度最終例会 18:30～はちまんの郷宇佐

６．出席報告

第２４００回例会

平成２８年

５月２６日

の記録

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

幡手 一義 会長

皆さんこんにちは。

しと福茶で病を治したという言い伝えが残っているの

今日は梅の話をします。今年は申年ですが「申梅」

です。また、福茶は昆布茶だったという説があります。

といわれるほど、申年の梅は縁起が良い、もしくは健

江戸時代の申年の年に病が流行したときも、梅干し

康に良いといわれています。梅が健康に良いというの

を食べていた人たちは無事だったという言い伝えもあ

はなんとなく分かりますが、そもそもなぜ「申年」な

ります。

のでしょうか？

さまざまな説がありますが、そもそも、「申」を

「申年にとれた梅は、縁起が良い」といわれる理由

「去る」とひっかけて「悪いものが去

は、平安時代にまでさかのぼります。悪疫が流行した

る年」という意味でも、縁起が良い理

ある申年の年に、当時の天皇だった村上天皇が、梅干

由になっているようです。

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/

優れた梅の効能

例会後、柳ヶ浦高校にて講演予定

梅は、そもそもクエン酸やリンゴ酸などの強い殺菌、
抗菌作用のある有機酸が多く含まれていることから、

30日 幡手年度最終例会 18:30～はちまんの郷宇佐
クラブ協議会「年度の活動報告」

そのさまざまな効能が知られています。例えば、クエ
ン酸には疲労回復効果があるといわれています。また、

会長･幹事･五大奉仕委員長
2）ポリオ･プラス寄付の件

その殺菌・抗菌力は、胃腸機能を高める働きや、肝機

今年度カレーライス実施(11回)分として176,000円

能を高める働きがあるため、食欲増進や二日酔い予防

を寄付します。

など、何かと健康に役立つといわれています。
梅と言えば、日田市大山町の梅が有名です。矢幡さ
んが「梅、栗植えてハワイへ行こう」のキャッチフレ
ーズで梅の大産地を作りました。当時「トリスを飲ん
でハワイへ行こう」というCMのキャッチがあって、
それを真似たそうです。

５．お知らせ
1）本日例会終了後、50周年委員会を開催します。
各担当委員長はお残りください。
2）次年度準備委員会のお知らせ（クラブ奉仕）
【6月2日(木) 18:30～「はちまんの郷宇佐」にて】
６．欠席連絡

梅の品種には大分県が開発した「豊後梅」があり、
実がとても大きいです。今は南高梅が主流です。和歌
山県の南高校が開発した梅です。

住本憲彦幹事(MU済)、宮本順二会員(MU済)
７．本日の当番
米澤哲也会員、奥田和茂会員

縁起の良い、申年の梅を食べて下さい。

委員会報告
幹事報告

末宗 為十 副幹事

◎次年度クラブ奉仕 是永潤一委員長
6/2(木)次年度クラブ奉仕準備委員会を

１．来信
1）地区より「2016-17年度 事前研修 報告書」
；全会員へ配布
2）地区より「2016-17年度 広報・青少年奉仕部門
合同セミナー」開催について；7/10(日)
13:00～16:30 大分県労働福祉会館ソレイユにて
3）地区より「ＤＬ(ディスカッション・リーダー)育

開催します。18:30～はちまんの郷宇佐に
て。出欠の回覧に記入をお願いします。
◎社会年奉仕 川端克弥委員長
5/23の図書寄贈贈呈式に多くのご参加
をくださりお礼申し上げます。ことぶき
幼稚園の園児も喜んでいました。

成セミナー」開催について；7/17(日)～18(祝)
大分コンパルホールにて→幡手会長へ
２．例会変更

本日例会終了後、委員会を開催します。

くにさきRC：6/15(水) 18:30～「特別養護老人ホー
ム 鈴鳴荘」に変更；夜例会の為
３．週報受理

◎５０周年実行委員会総務 津々良洋一会員

現在までの進捗状況と、今後の作業予定に
ついて話し合いと思います。

なし

４．理事会報告（承認事項）

松永忠昭 委員長

1）６月プログラムの件
2日 外部卓話 高橋一郎氏（九州ケース 常務取締役）
9日 内部卓話 岩井正久50周年実行委員長
＜米山奨学生キム･ジョンギさん出席＞

幡手一義会長：5月23日の柳ヶ浦高校インターアクト
例会、ことぶき幼稚園図書の贈呈式では、辛島委員
長と川端委員長はじめ、参加された皆さん有難うご

16日 内部卓話 磯永喜八郎会員

ざいました。／藤久保会員、本日は卓話宜しくお願

23日 外部卓話 冨田江里子氏（フィリピン助産師）

いします。

廣瀬辰彦会員：藤久保先生卓話よろしくお願いします。

とぶき幼稚園」があります。40年近い教員生活を経て、

岩井正久会員：藤久保先生、卓話楽しみにしています。

現在私はこの３つの組織の事務長を務めています。主

藤林鋭司会員：先日、次年度国際奉仕委員会を実施致

な仕事として、私学である本校の役割をアピールする

しました。次年度会長始め、参加された皆様方にお

為に、渉外・人事等で学校経営を支えております。

世話になりました。

下記に柳ヶ浦高等学校とKSSCの教育理念を示します。

佐藤憲三郎会員：藤久保先生、いつも楽しい話ありが
とうございます。よろしくお願いします。

～～柳ヶ浦高等学校～～

末宗為十会員：藤林次年度国際奉仕委員長、先日の準

【建学の精神】 (1)人として豊かな心

備委員会ではお世話になりました。／藤久保次年度

(2)人生を生きぬく力

青少年奉仕委員長、今日はよろしくお願いします。

(3)社会に貢献する力

／是永会員、住本会員、先日のセミナーでは大変お

【ビジョン】 特色ある私学として、地域に愛され

世話になりました。

貢献する学校づくり

是永潤一会員：5/22合同セミナーでは、次年度広瀬会
長と末宗幹事にお世話になりました。／藤久保会員
の卓話楽しみにきかせていただきます。
川端克弥会員：先日5/23の社会奉仕委員会図書の寄贈
に参加された皆様大変お世話になりました。
本庄伸子会員：藤久保先生、今日の卓話よろしくお願
いします。

【ビジョン達成に向けた具体的な取組】
１ 地域・生徒・保護者から信頼され、選ばれる学校
づくり
①神輿発祥の地、宇佐神宮がある地域の高校として
の地域活動やボランティア活動
・地域行事（神輿を担ぐ、餅つきなど）の参加継続
・看護学科による、地域住民に対しての健康促進

出口幸太郎会員：早退します。

活動の実施

住本憲彦幹事：末宗副幹事、幹事報告よろしくお願い
します。

・生徒がつくる地域への情報発信（HP、ポスター
製作など）

ニコニコ累計

532,000 円

②生徒一人ひとりを大切にした生活、生徒指導
・あいさつ運動の継続と指導
・生徒と共に行う清掃指導の徹底
・寮内での生活指導

内部卓話

・面談週間の継続

「吉用学園について」
藤久保 茂己 会員
私は入会５年になります。卓話は
３回目です。
これまで野球づけの人生でしたの
で、ロータリークラブでの例会や地

２ 教育環境の充実
①吉用学園内（専門学校、幼稚園）との連携
・異年齢交流（プランター作り、運動会）の継続
（幼稚園）
・専門性の高い技術講習会の実施（専門学校）
②寮の充実

区研修協議会に参加して、新たな知

・自習室設置

識を得られる事に感謝しております。次年度は青少年

・課外を利用した補習指導

奉仕委員長という立場と、当クラブの50周年という事

・栄養バランスを考えた毎日３食提供する食事の

もあって、本校インターアクトクラブの会員増強やク
ラブの活性化に尽力している所であります。
学校法人吉用学園（安心院発祥）には「柳ヶ浦高等
学校」「九州総合スポーツカレッジ（KSSC）」「こ

継続と向上
３ 職員全体のスキル向上
①校内研修の充実と校外研修の参加
・月１回実施の継続

・教科の垣根を越えた公開授業の実施

出席報告

・外部講師招聘（地域企業、医学界、大学など）
・全職員年１回以上参加（他校公開授業、私学研
修会、各主任研修など）
②評価制度の導入
・生徒、保護者による授業、学校満足度アンケー
トの実施
・第三者による学校評価制度の確立

本庄 伸子 委員長
第2400回（5月26日）
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『スポーツで生きる』

事前MU
辛島光司会員、住本憲彦会員、宮本順二会員
（3名 IAC例会）

スポーツを通じてスポーツのこころ【フェアプレイ・

欠席者 小野田義文会員

スポーツマンシップ】を学び、社会性を身につけ、

※出席率の更正

人間力を向上させる。失敗を恐れず何事にも前向き

◎5/12の出席率 93.78→９６.８８％に更正

に、夢の実現のために常にチャレンジする精神を養う。

事後MU 山上明宣会員（IAC例会）

～～ＫＳＳＣ 教育理念～～

スポーツの専門技能・知識のみならず一般教養・社会
常識・感謝、思いやりの心を持ち一流の社会人として
社会に貢献できる人材の育成を目指す。
【経営理念】
教育環境の整備、指導内容・カリキュラムの充実、
職員の資質向上努力を常に継続する。

青少年奉仕委員会
柳ヶ浦高校 インターアクトクラブ例会
5 月 23 日(月) 15:30～

提供するサービスの向上に努め、常に顧客満足度を
上げて募集戦略・広報活動の活性化を図り、経営基
盤を安定、強化する。
次世代の高等専門教育機関のモデルケースとなるよ
う時代のニーズに対応した組織として進化と発展に
努める。
社会奉仕委員会
ことぶき幼稚園 図書寄贈事業贈呈式
出席者（11名）：幡手会長、住本幹事
辛島委員長、斉藤副委員長、川端委員長、末宗副委員長
津々良会員、廣瀬会員、藤久保会員、宮本会員、山上会員

5 月 23 日(月) 16:00～
贈呈式後、インターアクトクラブによる読み聞かせ
がありました。
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