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麻生 哲ガバナー補佐、三木幸雄君（宇佐2001RC）
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の記録

石部幸二会長

本日は麻生ガバナー補佐、新年度最初の例会に
ご臨席いただき、ありがとうございます。

の皆様一年間宜しくお願い申し上げます。
３月のPETS、４月の地区協議会には１５名の

私自身、本日より会長年度を迎え、身が引き締
まる思いでいっぱいです。

参加をいただき、６月には各委員会の次年度準備
委員会の開催を、臼杵幹事のお陰で準備を進め、

会長と言う重責の中で、ロータリーについては

今日という日を迎えることができました。

まだまだ勉強不足ですし、昨年の末宗会長のよう

今年度の会長方針は後でお話させていただきま

なリーダーシップを発揮することもはっきり言っ

すが、前年同様出席率９０％以上、会員増強３名

てできませんが、皆様のご指導のもと臼杵幹事と

増の３６名の目標を持ち、必ず達成できますよう

二人三脚でやっていきたいと思いますので、会員

にご協力お願いします。

ＵＳＡ- ＯＩＴＡ

第２７２０地区

宇佐ロータリークラブ

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/

二

確

5日 石部幸二会長・臼杵 確幹事年度方針
12日 外部卓話 冨田江里子氏
（フィリピン スービック地域 慈善団体CFP）
19日 五大奉仕委員長年度方針
26日 内部卓話 和田久継会員

 ソ ン グ

● 会長の時間

石

＊７月の行事予定＊

＊本日のプログラム＊ （7月12日）

第

会 長

弥

また年度初めから残念なお知らせですが、長浦

配布物

会員が6月30日付けにて退会となりました。非常

1)ロータリーの友 2012年7月号

に残念ですが、この気持ち忘れずに今年度の会員

2)ガバナー月信 第1号（部数不足の為次週配布)

増強に当たりたいと思います。

２．例会変更

逆に良いお知らせもあります。木村地区補助金

宇佐八幡RC：7/20(金)の例会は、19:30～「エ

委員長からM・G申請書を財団に提出したとの連

トワールダルジャン」に変更；納涼夜間例会

絡があり、早ければ8月中に承認の連絡があると

の為

のことを受けました。本日申請書のコピーを回覧

中津平成RC：7/26(木)の例会は、18:30～「グ

していますのでご確認ください。またこのM・G

ランプラザ中津ホテル」に変更；納涼夜間例

にモリアルタRCが5000ドル援助するので送金先

会の為

を教えてほしいと連絡がありました、是非とも成

別府中央RC、別府東RC、大分RC、大分東RC

功させたいと思います。

大分臨海RC、大分南RC、大分1985RC
大分城西RC

● 幹事報告

臼杵 確幹事

１．来信
回覧（ロータリー関連）
1)ガバナー事務所より「卓話者集団結成のお知
らせ」
2)別府北RCより「インターアクト年次大会の
ご案内」；7/28～29 ゆふの丘プラザ
3)地区ＩＡ委員長より「日韓インターアクト親
善交歓会の参加について」「インターアクト
連絡協議会の議事録」
4)本渡RCより「インターアクトクラブに関す
るアンケート」；7/20までに返信
5)地区補助金委員長より“日本事務局Ｒ財団室
へマッチング・グラントの申請済”の連絡が
ありました。「申請書控え」と「DDF拠出承
認書類」を回覧致します。

３．週報受理

の変更は事務局まで。
杵築RC

４．理事会報告
1)長浦善德会員の退会（6月30日付）を承認致
しました。
５．お知らせ
1)次週（7/12）の例会プログラムは、冨田江里
子氏の外部卓話です。冨田さんに長くお話を
いただく為、例会場に来た会員から食事を始
めて、例会の進行を一部変更しますので、ご
協力をよろしくお願い致します。
2)また例会とは別に、7/12の夜19時より「翔山」
にて、有志による冨田さんとの懇親会を開催
致します。本日、出欠の回覧を致します。
６．欠席連絡
岩井謙次会員、和田久継会員
７．本日の当番
西中孝生会員、幡手一義会員

6)米山記念奨学会より「上期普通寄付金のお願
い」

会長バッジの引継ぎ

※各ロータリークラブより「事務局変更のお知
らせ」→ガバナー月信1号の「クラブ住所一
覧」でご確認下さい。
回覧（その他）
1)宇佐市民図書館より「寄付購入資料リスト」
2)宇佐市より「フラワーロード植栽大会のお知
らせと管理費・肥料配布について」
3)北部保健所より「ヤング街頭キャンペーンの
お礼と写真」

末宗前会長から石部新会長へバトンタッチ

● ガバナー補佐挨拶

● 今月のお祝い

大分第２分区ガバナー補佐
麻生

哲氏(宇佐2001RC)

会員誕生日：磯永喜八郎会員、米澤哲也会員
配偶者誕生日：磯永喜八郎会員（エイ子様）
臼杵

ガバナー補佐の役割と任務

確会員（浩美様）

廣瀬辰彦会員（淑子様）
結婚記念日：米澤哲也会員

ガバナー補佐の主な役割は、担当するクラブが効
果的に運営されるよう支援することによってガバ
ナーを補佐すること。
ガバナー補佐は、ガバナーとクラブに対して次に
様な責務を担っている。
：岡村ガバナーの地区目標を援助する。
：岡村ガバナーのクラブ公式訪問のスケジュール
を調整する。
：クラブの強みや弱み、目標に対するクラブの進
捗状況をガバナーに伝える。
：定期的にクラブを訪問する。
：地区リーダーシッププランとクラブリーダーシ
ッププランを推進する。

磯永喜八郎会員：①小生今月いよいよ80才になり

：地区大会及び世界大会への参加を推進する。
：IMの開催。

ます。 ②家内は今月77才になります。
廣瀬辰彦会員：家内の誕生祝ありがとうございま
した。今年から年金がもらえそうです。

地区スローガン

ONE

HEART ＜心をひとつに＞
岡村Ｇの地区目標

：基本的なロータリーの考え方を皆で学んでいこ

臼杵

確会員：嫁さんの誕生日忘れていました。

助かりました！
米澤哲也会員：①39才になります。

②結婚祝

いありがとうございます。

う。
：元気なクラブを作っていこう。
：R財団への協力＜寄付目標額のクラブ設定を＞
第２分区の目標
：各クラブ１２％の会員増強を！
：地区大会［2013年3月8日 於、大分市］に出席
しましょう！
：世界大会［2013年6月23日

於、ポルトガル］

に参加しましょう！
：くにさきＲＣ創立３０周年に全員登録で応援し
ましょう！

● スマイルカード
麻生

西中孝生委員長

哲ガバナー補佐(宇佐2001RC)：石部年度の

スタートを祝します。この1年間頑張ります。
よろしくお願い申し上げます。
三木幸雄君(宇佐2001RC)：本日は麻生ガバナー補
佐のお供でまいりました。一年間よろしくお願
いいたします。
石部幸二会長：本日は雨も上がり良い門出の日よ
りになりました。会員の皆様１年間よろしくお
願いします。
臼杵

確幹事：いよいよ石部年度が始まりました。

皆さまどうぞ宜しくお願いします。

末宗為十会員：石部・臼杵丸の船出を祝して。一
年間よろしくお願いします。
廣瀬辰彦会員：石部会長、臼杵幹事一年間よろし

● 内部卓話

石部 幸二会長 年度方針

くお願いします。
岩井謙次会員：石部丸の門出を祝し。
出口幸太郎会員：石部会長、臼杵幹事一年間がん
ばって下さい。
山井辰夫会員：石部会長、臼杵幹事、１年よろし
くお願いします。
河村正一会員：石部丸の船出を祝詞して。臼杵幹
2012-2013年度RI会長田中作次氏はRIテーマと

事もカンバッて下さい。
小野田義文会員：石部会長、臼杵幹事よろしくお

してPeace Through Service「奉仕を通じて平和を」
掲げ、「平和は、協定や、政府や、大胆な闘争だ

願いいたします。
佐藤憲三郎会員：石部会長、臼杵幹事一年間よろ

けで達成するものではなく、日常の簡単な方法の
積み重ねによって成し遂げるものであります。」

しくお願いします。
藤本博和会員：石部会長、臼杵幹事いよいよスタ
ートです。１年間よろしくお願いします。
藤林鋭司会員：石部丸の船出を祝して！石部会長、

奉仕を通じて平和をもっと現実に近付けようと呼
びかけています。
また地区内のクラブにおいて「クラブのサポー

臼杵幹事並びに会員の皆様、一年間よろしくお

トと強化」、「人道的奉仕の重点化と増加」「公

願い申しあげます!!

共イメージと認知度の向上」というRI戦略計画の

津々良洋一会員：石部新年度おめでとうございま

３つの優先項目に力を注いでいくと述べています。
またロータリー世界平和フォーラムを広島、ベ

す。
是永潤一会員：石部新年度のスタートをお祝い申

ルリン、ホノルルで開催。広島では来年5月17、
18日を予定、特に新世代の皆様の登録料、交流会

し上げます。
松永忠昭会員：一年よろしくお願いします。石部
年度ガンバってください。

費は無料にし、多くの新世代の参加者を迎え、平
和への日常的な意識と行動に種火を点火し、次の

佐々木正博会員：本年度もよろしくお願いします。

時代に行動を引き継いでいく出発点とすることを

本庄伸子会員：１年間よろしくお願いします。

目指します。

園

浩幸会員：会員の皆さん、また１年間よろし
また2720地区岡村泰岳地区ガバナーは心をひ

くお願いします。
西中孝生会員：石部会長、臼杵幹事１年間ヨロシ

とつに（One Heart）を地区スローガンに掲げ、
地区目標を以下のようにした。

クお願い致します。

住本憲彦会員：職業奉仕の為早退させて頂きます。 １．基本的なロータリーの考え方を皆で学んで
いこう。
石部会長、第1回目の例会で早退し申し訳あり
２．誠実な職業の実践のもとにビジネスの交流

ません。
藤久保茂己会員：職業奉仕の為退席します。本年
度もよろしくお願いします。

ニコニコ累計

３５，５００円

の拡大をしっかりやっていこう
３．元気なクラブを作っていこう
また会員増強２７２０プロジェクトを達成する
ために、是非とも各クラブの増強１０％UPを目
標にしてご協力をお願いしたいとのことです。

当クラブにおきましては

私が佐藤会長年度で幹事をやらせて頂いた時は、

今年度活動にあたり会員それぞれが自分自身を高

まだロータリーの経験が浅く、皆様には本当に温

められるように、当クラブの目標を以下のように

かい目で見守って頂きました。

設定し、推進します。

今年度は幹事として、これまで皆様に助けて頂
いた分、ご迷惑を掛けないよう、様々な面でフォ

１．出席率９０％以上
活気ある例会を目指しますので前年度と同様に
９０％以上を達成します。
２．会員増強３名にて３６名のクラブに
河村会員増強委員長のもと現在３３名ですが3
名の増強を達成します。
３．西全州RCとの姉妹クラブ延長調印式の式典の
成功

ローができるよう努めてまいります。
それから、ロータリーを通じて社会貢献したい
と強く感じています。私一人の力では何もできま
せんが、メンバーが一つになって何かできればな
と痛感しております。
さっそく石部会長の熱い思いで進めております
マッチンググランドで、冨田江里子さんに来週ゲ
ストとして卓話をお願いしています。当クラブで
の例会後は、柳ヶ浦高校においても講演をなされ

今秋に西全州RCが訪問する予定になっていま

ます。これも一つの社会奉仕と申しましょうか、

すので昨年のモリアルタ同様、全力で歓迎いた

柳ヶ浦高の生徒にとっても、すばらしい体験にな

します。辛島国際奉仕委員長が段取りを進めて

る事と思います。

います。

また、皆様より例会に対して色々なご意見を頂

４．フィリピンでのマッチング・グラントの成功
先般より説明させていただいております、フィ
リピンの産院に救急車を支援する、M・Gを進
めています。

いております。それらをうまくまとめながら、全
会員が楽しく例会に参加できるよう頑張ってまい
ります。
どうぞ、一年間宜しくお願い申し上げます。

会員一人一人がOne Heart心をひとつにして目
標を達成できるようよろしくお願いします。

● 出席報告

佐々木正博委員長

第2212回（7月5日）

臼杵

会 員 総 数

確幹事 年度方針

33名

（内出席免除）
出

席

0名

数

31名

（ 内 事 前 MU）

1名

欠

席

数

2名

出

席

率

９３．９４％

事前メークアップ
岩井謙次会員（宇佐2001RC）
私がまず幹事としてしなければならないのは、
石部会長のバックアップをしっかりとするという

欠席者
宮本順二会員、和田久継会員

ことです。すなわち、皆様方にお力添えをいただ
いて、今年度がより良い年度になるようにするの

互いに例会出席とメークアップの声掛けをし、

が私の仕事でございます。

今年度も出席率９０％以上を目指しましょう！

2011～2012 年度

100%出席表彰者

（）内は通算回数

石部幸二会員(1)

川端克弥会員(1)

砂山正則会員(1)

園 浩幸会員(1)

西中孝生会員(1)

山上明宣会員(1)

是永潤一会員(2)

松永忠昭会員(2)

佐々木正博会員(3)

幡手一義会員(3)

本庄伸子会員(4)

臼杵 確会員(6)

藤本博和会員(7)

出口幸太郎会員(10)

末宗為十会員(14)

津々良洋一会員(15) 藤林鋭司会員(16)

岩井謙次会員(25)

廣瀬辰彦会員(26)

佐藤憲三郎会員(18) 河村正一会員(21)

山井辰夫会員(22)

磯永喜八郎会員(38)
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