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＊本日のプログラム＊ （7月7日）
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＊７月のプログラム予定＊

１．会長の時間

7日

広瀬会長、末宗幹事 「年度方針」

２．幹事報告

14日

３．委員会報告

21日 五大奉仕委員長「年度方針」職業･社会･国際

４．スマイルカード

28日 五大奉仕委員長「年度方針」クラブ･青少年

外部卓話 秋月美祐さん（バレエ留学生）

５．広瀬会長、末宗幹事 「年度方針」
６．出席報告

第２４０５回例会

平成２８年

６月３０日

の記録

幡手会長年度 最終例会 18:30～ 於：はちまんの郷宇佐
開会点鐘
 ソ ン グ

手に手つないで

 ゲ ス ト

佐々木正博氏（日本薬品開発(株)）

 ビジター

なし

会長の時間

幡手 一義 会長

皆さんこんばんは。いよいよ最後の会長の時間と

ロータリーでも同じで、何をしても出席者が多く、

なりました。皆さんの「おかげさま」で１年間会長

私自身還暦のロータリーライフを楽しむことが出来ま

を務めることが出来ました。有難うございました。

した。

6月19日は、次女と三女の家族が田植えの手伝いに

感謝、感動の充実した

来ました。孫３人がトラクターに乗りたい、田植え機

１年間でした。

に乗りたいと言うので、一緒に乗って田植えと代かき

誠に有難うございました。

をしました。応援団が多いと、つらい仕事も楽しくな
ります。

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/

幹事報告

住本 憲彦 幹事

１．来信

委員会報告
◎50周年実行委員会 岩井正久委員長

1）地区より「2016-17年度 米山奨学生・学友・地区
委員卓話募集について」；依頼書締切8/5(金)
2）地区より「第32回インターアクト年次大会の開催
について」；登録締切7/15(金)

今日はこのあと、祝賀会の試作メニュ
ーを皆さんで食べてみてご意見をいただ
きたいと思います。
また50周年用のブレザーは全員揃えて作るというこ

7月31日(日) ホテル日航熊本にて

とでご理解をお願い申し上げます。近日中に採寸等に

10:30登録受付、11:00開会、16:00閉会

ついてご案内します。

２．例会変更
宇佐2001RC：7/6(水) 19:00～「渡辺薬局研修所」に

松永忠昭 委員長

変更；浜尾年度 第1回例会
杵築RC：7/7(金) 18:00～「本町備後屋」に変更；新
会員歓迎例会の為
３．週報受理

宇佐2001RC、中津中央RC

４．次年度理事会報告(承認事項)
1）７月プログラムの件
7日 「会長幹事 方針発表」
広瀬辰彦会長、末宗為十幹事
14日 外部卓話 秋月美祐さん
（宇佐RC50周年記念事業 バレエ留学支援）
21日 「五大奉仕委員長 方針発表」
職業奉仕：石部委員長、社会奉仕：宮丸委員長
国際奉仕：藤林委員長
28日 「五大奉仕委員長 方針発表」
クラブ奉仕：是永委員長、青少年奉仕：藤久保委員長
2）佐々木正博氏 再入会の件…7/7より再入会
3）前田ガバナー公式訪問の件（詳細は今後地区と調整）
8月18日(木) 開催日確定

幡手一義会長：有難うございました。
住本憲彦幹事：一年間ご協力有難うございました。
広瀬辰彦会員：幡手会長、住本幹事一年間ご苦労様で
した。
岩井正久会員：最終例会、会長、幹事お疲れさまでした。
山井辰夫会員：幡手会長、住本幹事、１年間おつかれ
さまでした。
河村正一会員：皆様一年間おつかれ様でした。
新開洋一会員：会長様、幹事様、１年間大変ご苦労様
でした。秋野さんいつもご迷惑をお掛け致します。
ありがとうございます。
小野田義文会員：幡手会長、住本幹事御苦労様でした。
佐藤憲三郎会員：幡手会長、住本幹事一年間ご指導あ
りがとうございました。７月からはごゆっくりして
下さい。
藤林鋭司会員：幡手会長、住本幹事１年間お世話にな
りました。

・11:10～12:10 会長・幹事面談会

津々良洋一会員：幡手年度、会長・幹事お疲れ様でした。

・12:30～13:30 公式訪問例会

末宗為十会員：幡手会長、住本幹事一年間お世話にな

・例会後(予定) クラブ協議会

りました。広瀬次年度も皆さんよろしくお願いします。

・夜の懇親会は実施しない

石部幸二会員：会長、幹事１年間お疲れ様でした。

8/4(木)の例会で「公式訪問前クラブ協議会」を実施

臼杵 確会員：会長、幹事一年間ご指導ありがとうご

4）会員推薦の件（詳細別記）…本日より1週間の告示
５．お知らせ

なし

６．欠席連絡
斉藤順一会員(MU済)、山上明宣会員(MU済)
和田久継会員

ざいました。
藤本博和会員：幡手年度お疲れ様でした。
是永潤一会員：幡手会長、住本幹事、そして各委員長
さん１年間お疲れ様でした。
米澤哲也会員：一年間ありがとうございました。
本庄伸子会員：幡手会長、住本幹事お疲れさまでした。
今年度皆さまお世話になりました。
松永忠昭会員：最終例会、会長、幹事、皆様おつかれ
さまです。

藤久保茂己会員：本年度おつかれさまでした。

んでした。また職業分類見直しの宿題も言われていま

川端克弥会員：今年度は皆様に大変お世話になりまし

したが出来ないままで、申し訳ありません。

た。

３．地域社会への貢献で各委員会の活性化

宮丸龍昭会員：幡手会長、住本幹事、１年間ご苦労様
でした。

大いに貢献できたと思います。野田ガバナーの言う
「奉仕の喜び」という新たな気づきをし、自己の成長

奥田一茂会員：一年間ありがとうございました。
御幡辰也会員：幡手会長おつかれ様でした。一年間皆

へつながりました。
１年間のご協力有難うございました。

様にはお世話になりました。
佐々木正博氏：会長幹事ごくろう様でした。再びお世

住本憲彦 幹事
一年間を終えて、皆さま方への感謝の

話になります。
事務局(秋野)：一年間お疲れさまでした。

ニコニコ累計

610,000 円

気持ちでいっぱいです。年度当初は分か
らない事だらけで、直前の臼杵会長と佐々木幹事にた
くさんのアドバイスを頂いた事が思い出されます。そ
して役員・理事の方をはじめ各委員長さんのご協力に

出席報告

本庄 伸子 委員長

き、スマイルカードの目標額達成、年間出席率90％以

第2405回（6月30日）
会 員 総 数

32名

（内出席免除）
出

席

数

0名
30名

（ 内 事 前 MU）

2名
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席

数

2名
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席
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９３．７５％

事前MU 斉藤順一会員、山上明宣会員（IAC例会)
欠席者

より、スムーズなクラブ運営と親睦を深めることがで

竹田 豊会員、和田久継会員

上も達成しました。ありがとうございます。また事務
局の秋野さんにもお礼申し上げます。
次年度は50周年ということで、私は会員増強委員長
としてクラブの活性化に努める所存です。

クラブ奉仕 広瀬辰彦委員長
先ほど幡手会長からもありましたよう
に、臼杵年度からの懸案事項でありまし
た、職業分類表見直しについてクラブ奉仕委員長とし
て何とかまとめたかったのですが、次の私の年度まで

例会閉会 点鐘
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

クラブ協議会
「年度の活動報告」
幡手一義 会長
人間は感謝と反省が大切ということ

持ち越すこととなりました。次年度は有言実行で頑張
りますのでよろしくお願いいたします。

職業奉仕 藤本博和委員長
年度当初に職業奉仕の核３点として、
①道徳的水準を守り推進すること ②あ
らゆる有用な職業の社会に対する価値を認めること

で報告させていただきます。

③自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに役立て

１．出席率９０％以上

ること を挙げました。

小山パストガバナーから「会長の時間の内容が出席

活動計画の実行結果としては、①毎月第三例会で

率に表れます」と言われ、プレッシャーを感じていま

「四つのテスト」の唱和 ②7月18日にホルトホール

したが、年間出席率が９０％を超えるということで一

大分で地区セミナーへの参加、3月31日に炉辺会談を

安心です。１００％の時も数回あり、これも会員の皆

実施し、職業奉仕についての理解を深められたと思い

様のおかげさまです。

ます。③5月12日には九州ケースさんを職場訪問、④

２．会員増強

九州ケースの高橋常務に卓話をしていただき、職業倫

私の力不足により、１名も増強することが出来ませ

理を学びました。

アーサー・フレデリック・シェルドンの考え方を理

力があり特大の箱で14箱にもなりました。また先週冨

解しなければ本来の職業奉仕は理解できないといわれ

田さんが宇佐へお見えになり、柳ヶ浦高校で講演をし

るように、職業奉仕の理念「最もよく奉仕する者、最

ていただきました。

も多く報いられる」という言葉を噛み締めつつ、次年

一年間ご協力ありがとうございました。

度の石部委員長へバトンタッチしたいと思います。

青少年奉仕 辛島光司委員長
社会奉仕 川端克弥委員長

柳ヶ浦高校インターアクトクラブへの

１）地域発展

サポートを中心に一年間活動してまいり

＜市内小中学校に図書の寄贈＞

ました。昨年夏の熊本での年次大会に始まり、ペット

今年度は、ことぶき幼稚園にて行いました。5月23

ボトルキャップの洗浄、平和ウォーク、ビーチクリー

日に会員9名の参加と、インターアクト生には読み聞

ンアップ、冨田さんの講話等々、多くの行事がありま

かせ等お手伝いいただきました。

した。また継続事業の長洲中学校「先輩に学ぶ」授業

２）環境保全

では、今年も4名の講師を派遣いたしました。

＜フラワーロード花壇の整備（5回実施）＞

皆様のご協力を持ちまして一年間何とかやって来ら

7月(16名)、8月(17名河川敷合同)、12月インターア

れました。斉藤副委員長の支えと、藤久保先生のお力

クトと合同(11名)、3月(17名河川敷合同)、5月(17名)

添えがあったからこそだと思っております。次年度、

＜河川敷桜並木の草刈り清掃（2回実施）＞
8月(17名フラワーロード合同)、3月(17名フラワーロ

私は一委員として、今年度支えていただいた倍返しの
つもりで協力させていただきます。

ード合同)
今年度も継続して、フラワーロード花壇の整備およ
び河川敷の環境保全が維持できたと思います。
＜地区補助金事業＞

懇親会では、はちまんの郷宇佐特製の50周年用メ
ニューの試食をしながら、今年度の慰労と新年度
の激励で、幡手年度の締めくくりとなりました。

「河川敷さくら並木に擬木ベンチ5台設置」
昨年10月の野田ガバナー公式訪問時に完成を合わせ、
8月初旬から計画してまいりました。組立計画時より、
社会奉仕委員はもとより大変多くの会員にご協力いた
だき、各会員の専門性が見え、無事に設置することが
できました。（一部ご紹介しますと、末宗副委員長の
床掘り丁張り、奥田会員の配合の良い生コン、御幡会
員のくるいのない位置出し、とても心強く大変お世話
になりました）
最後に、今年度委員長をしながら社会奉仕委員会の

薬物乱用防止街頭キャンペーン
平成28年7月2日(土) 15:30～
メルクス宇佐にて、パンフレット及び啓発物品の
配布、街頭募金の呼びかけを行いました。
（参加会員6名）幡手直前会長、広瀬会長
末宗幹事、藤林会員、津々良会員、宮丸会員

活動に対しまして大変多くの会員にご理解とご協力を
頂き、継続事業共々実施することができました。あり
がとうございました。

国際奉仕 米澤哲也副委員長
竹田委員長に代わり報告いたします。
今年度は、石部年度に始まったフィリ
ピン冨田江里子さんへの支援を引き続き行いました。
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市内の保育園と幼稚園に声掛けをし、子供服やぬいぐ
るみを冨田さんのもとへ送りました。大変多くのご協
発行 平成28年7月7日

