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１．会長の時間
２．幹事報告
３．委員会報告
４．スマイルカード
５．内部卓話
和田久継会員「いいちこデザイン」
６．出席報告

克

2日 会員増強フォーラム 河村正一委員長
9日 外部卓話 「インターアクト年次大会報告」
柳ヶ浦高校インターアクトクラブ
16日 休会
23日 内部卓話 宮本順二会員
30日 夜間納涼例会 18:30～ 米沢観光園

平成２４年 ７月１９日
日
の記録

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

石部幸二会長

皆さんこんにちは

前会長、お疲れ様でした。また参加された皆様大

暑い日が続きますので、体調には気をつけてく

変お世話になりました。

ださい。熱中症になりやすいので、温度管理、こ
まめに水分を摂取するようにして下さい。

先週の冨田さんの卓話、引き続き柳ヶ浦高校で
の講演会、翔山での懇親会参加された皆様大変お

１７日の末宗前会長の慰労会並びに宮丸、宮本

疲れ様でした。

会員の歓迎会を行うことができ、ホッとしていま

また翌日、雨の中末宗前会長、冨田さんを宇佐

す。大変な盛りあがりを見せ、もう一年会長を続

神宮へご案内していただきありがとうございまし

投できるのではないかと言うほど勢いのある末宗

た。
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二
確

＊８月の行事予定＊

＊本日のプログラム＊ （7月26日）

第２２１４回例会

会 長

弥

講演を聞かれて、フィリピンの貧困層の医療の
現状が少しわかっていただけたのではないでしょ
うか。

くにさきRC
４．理事会報告
なし

柳ヶ浦高校では看護科の生徒たちが真剣な表情
で食い入るように聞いていました。
ある生徒の保護者から
「子供が帰ってくるなり、

５．お知らせ
1)本日例会終了後、定例理事会を開催致します。
役員・理事の方はお残りください。

お母さん今日の講演はすごかったし、すごく感動

2)会費の引落し（大分銀行口座振替）を7月25

したと言っていました」との声を聞いて、冨田さ

日(水)に実施します。通帳残高の確認をお願い

んに来ていただき、生の声を聞くことができた、

致します。

生徒たちはそれぞれに得られるものがあったこと
と推察されます。

3)【社会奉仕委員会より】フラワーロードの草
取りを7月21日(土)朝6:30～行います。

改めて心を一つにしてこのプロジェクトを成功
させようと思いました。

4)【親睦活動委員会より】夏季みなと祭り親睦
会を7月21日(土)開催します。出欠回覧致しま

本日の卓話は５大奉仕委員長の年間計画の発表
でありますので、よろしくお願いします。

す。18:30に｢ちよせ｣駐車場集合、参加費無し、
飲み物・つまみ食べ物持参、家族参加歓迎
６．欠席連絡
臼杵 確会員、新開洋一会員、西中孝生会員、

● 幹事報告

本庄伸子副幹事

１．来信
回覧物

宮丸龍昭会員、和田久継会員
７．本日の当番
藤林鋭司会員、藤本博和会員

1)ガバナー事務所より ①「地区ホームページ
について」 ②「第11回日韓親善会議につい
て」 ③「水害被害のお見舞い」 ④「リス
ボン国際大会案内DVD」 ⑤「ロータリー財
団地域セミナーDVD」
2)別府RCより「創立60周年記念式典のご案
内」；9月15日(土)13:30～ 杉乃井ﾎﾃﾙ 登録締
切 8/10 →登録希望者は事務局まで
3)インターアクト年次大会確認事項
4)米山記念奨学会より「米山記念奨学会関連資
料」
配布物
1)ガバナー月信第1号（ファイルは後日）
２．例会変更
中津RC：8/15(水)の例会は休会
日出RC：①8/7(火)の例会は早朝例会の為例会場
所変更 ②8/14(火)の例会は休会
３．週報受理

● スマイルカード

是永潤一副委員長

石部幸二会長：末宗前会長の慰労会、宮本・宮丸
会員の歓迎会に出席された会員の皆様、大変お
世話になりました。本日は五大奉仕委員長の年
度方針をよろしくお願いします。
末宗為十会員：先日の慰労会では皆様に大変お世
話になりました。
廣瀬辰彦会員：26年皆勤バッジを頂きました。
岩井謙次会員：25回目の皆勤バッジありがとうご
ざいます。
幡手一義会員：皆勤バッジ有難うございました。
藤本博和会員：17日の前年度会長慰労会および新
会員歓迎会に熱中症のため出席できなくてすみ
ません。

津々良洋一会員：先日の宮本、宮丸会員の歓迎会
では出席できずすみません。入会大変歓迎致し

今年度、国際奉仕委員会の取組みにご理解を賜
り、
絶大なるご協力のほど宜しくお願い致します。

ます。
本庄伸子会員：火曜日はお疲れさまでした。楽し
かったです。

米澤哲也委員長

新世代委員会は、例年通りロー

砂山正則会員：本日は５大奉仕委員長の方針発表
ですが、１年間頑張って下さい。

ニコニコ累計

◆新世代活動委員会

６７，５００円

タリーのアシストによりインター
アクト次世代のリーダーをはぐく
み、奉仕活動を通じて良いクラブ
から素晴らしいクラブへと、長期
プログラム・継続事業活動を皆様と一緒に推進し
ていきます。

● 内部卓話

7月28日・29日に湯布院で年次総会がありますの

「 五大奉仕委員長の年度方針 」
◆社会奉仕委員会

松永忠昭委員長

で、柳高の生徒と一緒にいってまいります。それ
から、インターアクトの例会があまり活発に行わ

社会奉仕委員会では、前年度に

れていないようですので、藤久保会員にご協力を

引き続き、フラワーロードの花壇

お願いしながら、そちらのほうもやっていきたい

の整備、桜並木の草刈、小・中学

と思います。

校に対しての教材の寄贈。まだ、

1．柳ヶ浦高校インターアクトクラブサポート

いつどこに寄付するかは、決めて

1）年次大会へのロータリアン参加交流

おりません。

2）例会への出席交流

このような内容でこの一年頑張ってまいります。
それから今年度は、花壇の整備や桜並木などの
整備を数多くやりたいので、皆様どうぞご協力の

3）奉仕活動への共同参加（インターアクト主体
のサポート）
4）募金活動
2．中学校対象の課外事業

ほど宜しくお願いします。

1）ロータリアンによる 1 年生対象の「先輩に学ぶ
◆国際奉仕委員会

辛島光司委員長

授業」

今年度の年度方針ですが、40年
以上に渡り継承されてきた国際交

◆職業奉仕委員会

山上明宣委員長

流を今年度も全力で務めてまいり

職業奉仕とは、ロータリー会員

ます。今年度は、最大にして唯一

が職業を通じて社会をより暮らし

かと思われます西全州ＲＣとの

やすくする為の行動であると考え

「姉妹延長調印式」
を無事大成功に完する事です。

ます。

藤林プロモーター様のご協力のもと、現在、当
ＲＣより11月8日木曜日に調印式を西全州ＲＣに

＜職業奉仕 四つの反省＞
1．顧客に対して

打診しているところです。
皆様におかれましても、

最上の品質、最高のサービスを提供しているか

日程の仮押さえお願い申し上げます。今後状況に

常に正直と親切を皆としているか

進展あれば、その都度皆様方に報告致します。

2．従業員に対して
彼らの長所を充分に認め、かつ、買っているか

安全で快適な職場を確保しているか
苦情に対して公正な態度で対処しているか
自ら誠意・正直・善意の手本を示しでいるか
3．競争者に対して

 クラブ年会費のほかに、余分に徴収しないよう
に注意する
 人生をさらに豊かにするために、異なる背景を
持つ人たちと交流する
 自分が誰の推薦によって会員になったかを思

公正な態度で接しているか
行動をもって誠意を感銘させているか
彼等とともに事業水準の高揚につとめているか
4．協力者に対して

い出し、今度はそのお返しをする
 先輩会員は、新会員をメイクアップ、地区大会、
国際大会に連れて行くよう努力する

公平でしかも友情にみちた関係を保っているか
いつも支払をよくしているか
この反省を教訓に以下の項目を実施します
1．「四つのテスト」を毎月一回唱和し、どれだけ
実施しているか確認する

 どんな組織でも長所と短所があり、
ロータリー
には長所が短所よりも多いため、105 年間も続
いてきた
 新会員や若い会員がクラブに溶け込めるよう、
先輩会員が親しく声をかける

2．高校生を対象とした「企業のもとめる即戦力の
人材」についての講師派遣を行う
3．
新会員を交えて職業奉仕の勉強会と会員同士の
深いきずなを作る

 ロータリーの魅力とは、人の心をロータリーに
引き付ける不思議な力のことを言う
 例会にふさわしくない場面や事態があった場
合も、反面教師として学び、改善につなげる
 ロータリーは、利己と利他の調和を目的とする、

◆クラブ奉仕委員会

藤本博和委員長

＜クラブ強化への
１００のヒントより＞

人生哲学と言われている
最後に
 親しき中にも礼儀あり、ということを忘れない

 焦点を絞った奉仕活動をする
 派閥のない、
風通しのよいクラ
ブをつくる

● 出席報告

 みんなが仲良く、
誰とも話し合いができる雰囲

第2214回（7月19日）

気をつくる

会 員 総 数

 クラブ会長は謙虚に、
クラブを改善させるため

33名

（内出席免除）

に、誰からでも意見やアイデアを聞くこと

出

 同業者、友人、親戚、隣人や趣味を同じくする
人を勧誘する
 会員が互いにより親しくなれるよう、
例会での
着席テーブルを定期的に更新する
 ロータリーは人生道場と言われるように、例会

佐々木正博委員長

席

数

0名
26名

（ 内 事 前 MU）

0名

欠

席

数

7名

出

席

率

７８．７９％

欠席者

が会員一人ひとりにとって役立つものとまる

臼杵 確会員、新開洋一会員、西中孝生会員

よう意識する

藤久保茂己会員、藤林鋭司会員、宮丸龍昭会員

 「四つのテスト」を重視し、個人生活、社会生
活、職業生活に適用させる

和田久継会員
閉会点鐘
発行 平成24年7月26日

