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Peace Through Service

RI会長

田 中 作 次

第2720地区ガバナー

岡 村 泰 岳

孔雀文磬

宇佐ロータリークラブ会長

石 部 幸 二

●例会日

木曜日

ＰＭ１２：３０

●例会場

宇 佐 市 沖須 町 1-19
トキハインダストリー長洲店 2F
TEL (0978) 38-1112

８月は会員増強および拡大月間
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＊８月の行事予定＊

＊本日のプログラム＊ （8月2日）
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．会員増強フォーラム
河村正一会員増強委員長
６．出席報告

第２２１５回例会

会 長

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２６日
日
の記録

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

藤本博和副会長

みなさん、こんにちは。

それから、耶馬溪方面の豪雨災害で職業奉仕で何度

先日は、親睦委員会の主催で河村会員の料理を頂き

かうかがってまいりました。本当に悲惨で、電柱が倒

ながら、長洲の港祭りに行ってまいりました。あんな

れてかかったり、びっくりしたのは、流木が家の壁に

にゆっくり花火を見たのは初めてでございます。花火

あたって、そんな風景を目の当たりにして、本当に凄

大会での最後の花火の大きさにびっくり致しました。

かったんだなと実感致しました。

本当によい経験、久しぶりに楽しい時間を過ごさせて
頂きました。ありがとうございました。

当クラブにおいても社会奉仕委員会より雑巾を集め
て被災地へ送ろうという取組みがございますので、少
しでも貢献できたらなと思います。

ＵＳＡ- ＯＩＴＡ
事務局

第２７２０地区

宇佐ロータリークラブ

〒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

臼杵 確幹事

１．来信

● 委員会報告
◆社会奉仕委員会

回覧物

松永忠昭委員長

先日の九州北部豪雨の災害で、急遽、宇佐ロータリ

1)ガバナー事務所より「九州北部豪雨義援金口座開
設について」

ークラブより被災地へ雑巾を送るようになりました。
会員の皆様にもご協力頂いて、雑巾を本日例会に持っ

2)地区ブライダル少子化対策委員会より「活動方針」

てきてもらうようお願いしました。皆様、ご協力あり

3)宇佐2001RCより「６クラブチャリティゴルフコン

がとうございます。

ペの案内」

辛島会員にこれらの雑巾を現場まで持っていっても

２．例会変更

らうことになりました。

杵築RC：①8/9(木)→8/4(土) 杵築市商工会に変更；
社会奉仕・新世代委員会による「月光の夏」上映
の為 ②8/16(木)は休会
大分臨海RC、大分1985RC、大分RC、
大分中央RC、大分城西RC、大分東RC
大分南RC、大分キャピタルRC
３．週報受理

～辛島光司会員より～
今回の話のきっかけは、竹田市におります仲間から
の呼びかけによるものです。
竹田市が阿蘇市とも連絡をとっており、阿蘇市のほ
うが災害復旧のめどがたたず、長期化しそうというこ
とで、阿蘇市のほうもそういうことなら大変ありがた

豊後高田RC、くにさきRC
４．理事会報告

いとの事ですので、本日例会後、皆様のお心遣いを阿
蘇市のボランティアセンターに届けてきます。次の例

1)８月のプログラムについて承認致しました。

会にてまた報告させて頂きます。

2日 会員増強フォーラム 河村正一委員長
9日 外部卓話 柳ヶ浦高校インターアクトクラブ
「ＩＡ年次大会報告」
16日 休会（定款第4条第1節に基づき）
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（時間と場所を変更）
５．お知らせ
1)今年の初盆参りは、5件です。一緒にお参りされる
方は、8月14日(火) 16:30にトキハ長洲店の2F駐車
場に集合して下さい。
2)６クラブゴルフコンペの出欠を回覧致します。
６．欠席連絡
藤久保茂己会員、宮本順二会員
（MU済）石部幸二会員、佐々木正博会員
末宗為十会員、砂山正則会員
７．本日の当番
本庄伸子会員、松永忠昭会員

● スマイルカード

西中孝生委員長

和田久継会員：本日卓話をさせていただきます。宜し
くお願いします。
藤林鋭司会員：先日の港まつりで、河村パスト会長ご
夫婦と参加された会員に大変お世話になりました！
ありがとうございました。
藤本博和会員：先日長洲港祭りでは、親睦委員会の皆
さんと河村会員にお世話になりました。
津々良洋一会員：本日卓話の和田会員よろしくお願い
いたします。
是永潤一会員：和田会員の卓話楽しみです。よろしく
お願いします。
西中孝生会員：河村会員、花火大会では大変お世話に
なりました。楽しかったです。
幡手一義会員：職業奉仕のため早退します。
岩井謙次会員：職業奉仕の為早退します。和田さんの
卓話が聞けずに残念です。

ニコニコ累計

７５，５００円

これは、ポスターを当初より製作してくださった河北

● 内部卓話

「 iichiko

design 」
和田久継会員

秀也さんも条件としておっしゃっていた事ですが、
第一 まずこのポスター作りを継続する事
第二 本物のポスターをお作りしますので、本物
のうそのない商品を作ってください
第三 お互い信頼をもって、ポスター作りをまか
せてください
という三点です。
それで最後に河北さんもおっしゃっていたように
「デザインというものは、人を幸せにするものでなく

今年は、全国を回ろうと Face to Face、全国のいろ

てはならない。」という事に尽きると思います。

んな方達と出会い、商品を販売してくださる方達とお
会いしよういう活動してまいりました。お陰様でいろ

● 出席報告

んな方達とお会いすることができ、いろんなご縁もあ

第2215回（7月26日）

りました。やはり、いろんな方達の支えがあってうち

会 員 総 数

の商品を売っていただいているんだなと今回つくづく

（内出席免除 ）

感じました。

出

それでは、本日は「いいちこデザイン」についてお
話したいと思います。
実は、『いいちこ』という商品ができましてから、
今年で34年目になります。
いいちこという商品は、できた当初より、イメージ
を作るという意味で、「もの作り」と「イメージ作り」
を同時に行なってきた経緯がございます。
本日、皆様にお配りしております『iichiko design
2013』は、いいちこのイメージ作りの集大成といいま
すか、見て頂いてお分かりのようにいいちこデザイン
集のメインは、ポスターになっております。毎年いい
ちこデザイン集は発刊しておりまして、ポスターに関
しましては毎月発行しております。毎年12月は特別に
クリスマス用のポスターを発行しておりまして、一年
で13枚発行しております。いいちこのイメージ作りの
基本となるところです。
それから昭和59年ごろに全国で焼酎ブームが起き、
九州のお酒が全国に出回ってまいります。それと同じ
くして、1986年に最初のいいちこのテレビＣＭがはじ
まりました。
昭和59年からポスター作りが始まったのですが、や

33名
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（ 内 事 前 M U）
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事前メークアップ
石部幸二会員、佐々木正博会員、末宗為十会員
砂山正則会員

（以上4名 ﾌﾗﾜｰﾛｰﾄﾞ花壇整備）

欠席者
小野田義文会員、新開洋一会員、藤久保茂己会員
宮本順二会員
※出席率の更正
◎7月12日の出席率は1名のメークアップ
により78.79％→９０．９１％に更正
事後メークアップ
小野田義文会員、西中孝生会員
宮丸龍昭会員、和田久継会員
（以上4名 ﾌﾗﾜｰﾛｰﾄﾞ花壇整備）
◎7月19日の出席率は3名のメークアップ
により78.79％→８７．８８％に更正
事後メークアップ
臼杵 確会員、藤林鋭司会員
（以上2名 ﾌﾗﾜｰﾛｰﾄﾞ花壇整備）
宮丸龍昭会員（宇佐2001RC）

はり、商品のイメージ作りをする上で一番大事な事、
閉会点鐘

ロータリーの綱領
ロータリーの綱領は、有益な事業の基礎として奉仕の理想を鼓吹し、
これを育成し、特に次の各項を鼓吹、育成することにあります。
第１ 奉仕の機会として知り合いを広めること。
第２ 事業および専門職務の道徳的水準を高めること。
あらゆる有用な業務は尊重されるべきであるという認識を深めること。
そしてロータリアン各自が業務を通じて社会に奉仕するために、
その業務を品位あらしめること。
第３ ロータリアンすべてが、その個人生活、事業生活および社会生活に
常に奉仕の理想を適用すること。
第４ 奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の世界的親交によって、
国際間の理解と親善と平和を推進すること。

四つのテスト
言行はこれに照らしてから
１．真実か どうか
２．みんなに 公平か
３．好意と友情を 深めるか
４．みんなのためになるか どうか

ＲＩテーマ

奉仕を通じて平和を
Peace Through Service
地区スローガン

心をひとつ （ONE HEART）
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