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９月は新世代のための月間
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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．出席報告

克

4日 公式訪問前クラブフォーラム
11日 外部卓話 米山奨学生
ホッセイン・モハッマド・イムランさん
18日 ガバナー公式訪問3クラブ合同例会
25日 内部卓話 幡手一義会員

平成２４年

９月２０日

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。

一昨日の火曜日に大分第二グループの会長・幹

中国では反日デモで日本大使館、日系企業が襲

事会がありまして、臼杵幹事と出席して参りまし

撃され、被害を受けていますし、破壊、略奪行為

た。木下パストガバナーの臨席のもと会議は進め

を国家が容認するとは信じられない国です。また

られました。

尖閣付近には中国海軍の軍艦が展開しているとい

議題は ①ガバナー公式訪問について

うキナ臭い状況になっております。今後どういう

②会員増強について

展開になるのか注意深く見ていく必要があろうか

③ガバナーノミニーの選出について

とおもいます。

でありました。
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＊１０月の行事予定＊

＊本日のプログラム＊ （9月25日）

第２２２２回例会

会 長

弥

今週土曜日の22日からピーター、ダイアナ、23
日から恵美子さんが宇佐に来られます。25日は三

● 委員会報告
◆国際奉仕

辛島光司委員長

人を迎えての観月例会がありますが、22、23、24

9月22日(土)から26日(水)まで、友好クラブであ

日は辛島国際奉仕委員長が別に歓迎のプランを考

りますモリアルタロータリークラブより3名が宇

えていますので、皆さんお時間が取れるようであ

佐に来訪されます。今回は公式の訪問ではなくプ

れば、ご参加程よろしくお願いします。

ライベートではありますが、各歓迎プランに同
行・ご参加いただける方は是非参加してください。
詳しくは、本日お配りしたスケジュール表をご

● 幹事報告

臼杵 確幹事

１．来信

覧ください。
・9/22(土) ピーター、ダイアナ柳ヶ浦駅到着

1)地区より「Ｒ財団並びに奉仕活動に関するアンケ
ート」；9/25までに回答

・9/23(日) 恵美子さん柳ヶ浦駅到着
・9/24(月) 天ケ瀬・高塚地蔵秋祭観光

2)地区より
「ロータリー財団補助金管理セミナー（未
来の夢計画）」開催について

夜 有志による食事会(翔山)
・9/25(火) 耶馬トピア蕎麦打ち体験等

；10/27(土) 登録12:30～ セミナー13～17時
大分県看護科学大学にて 登録10/19まで

18:30～ 観月例会(米沢観光園)
・9/26(水) 博多へ出発

3)宇佐2001RCより「６クラブ合同チャリティーゴル
フコンペ・懇親会収支報告書」
２．例会変更

● スマイルカード

中津RC：10/3(水) →10/2(火)12:30～「グランプ
ラザ中津ホテル」に変更；3クラブ合同ガバ
ナー公式訪問の為
その他クラブ･･･津久見RC（詳細は事務局まで）
【例会場変更のお知らせ】
杵築RC 旧 パストラル三河苑
→ 新 焼肉みやべ
３．週報受理

くにさきRC、津久見RC

４．理事会報告 なし
５．お知らせ

是永潤一副委員長

石部幸二会長：①先日の会長・幹事会では臼杵幹
事に大変お世話になりました。 ②別府RC60
周年に出席された皆様大変お疲れ様でした。出
席できずに申し訳ありませんでした。 ③新開
会員の卓話楽しみにしています。
臼杵 確幹事：先日は別府RC60周年に参加いただ
いた皆さん、お疲れ様でした。藤本会員には行
き帰りの車の運転ありがとうございました。
佐藤憲三郎会員：本庄さん久しぶりです。元気で

1)次週の例会は日時と場所を変更して、9月25
日(火) 18:30～ 米沢観光園にて、観月例会です。
2)本日例会終了後、定例理事会を開催致します。
役員・理事の方はお残り下さい。
６．欠席連絡

宮丸龍昭会員

（事前MU済）西中孝生会員、藤久保茂己会員
藤林鋭司会員、松永忠昭会員
７．本日の当番
小野田義文会員、辛島光司会員

カムバックおめでとうございます。新開会員卓
話楽しみにしております。
末宗為十会員：本庄さんお久しぶり。別府RC60
周年記念式典に出席の会員の皆様おつかれさま
でした。藤林、藤本、河村会員先日はお世話に
なりました。
津々良洋一会員：本庄会員の顔を久しぶりに見れ
ました。
河村正一会員：前週の例会を休んで秀子さんと大

阪に舟木一夫のデビュー50周年公演を見に行き

ちょきよ”との事で、とりあえず中止しました。

ました。

そのかわりに13地区に360個近くの餅を配って回

米澤哲也会員：9/5に3人目が生まれました。3714g
の元気な男の子です。

りました。安心院葡萄酒工房さんが私どもの地区
になりまして、たくさんの寄付を頂き誠にありが

藤本博和会員：松永社会奉仕委員長、末宗会員、
河村会員、藤林会員花壇の水やりご苦労さんで
した。

とうございました。
9月17日は敬老の日でしたが、
地区に70歳以上の
お年寄りが186名おります。
その186名にその日700

是永潤一会員：新開会員の卓話楽しみです。よろ
しくお願いします。

円の商品券を配ってまいりました。けっこう時間
がかかってしまいました。そのあと安心院のまち

本庄伸子会員：少しお休みしていましたが、無事
帰って参りました！

づくり協議会にも出席して、終わってからは一杯
飲んでおりました。

和田久継会員：申し訳ありません、職業奉仕の為
早退します。

＜日韓関係＞
先ほど会長が中国、韓国のお話をしておりまし

住本憲彦会員：職業奉仕の為、早退させて頂きます。
30回目の結婚記念日です。

たが、私もその話をしようと思いましたが、偏っ
た話になると悪いのでやめました。

お祝いありがとうござい

何か話すネタがないかなと思ってYouTubeを見

ます。

ておりましたら、アメリカに留学している韓国人
の学生の記事がありました。

ニコニコ累計

１８８，５００円

“アメリカ人の東洋の基準は日本であり、韓国
には関心がなく、日本と韓国に対する印象には差
がある。”というような内容のものが一つ。
もう一つは“各国の留学生が集まってその国々

● 内部卓話

の自慢話をしようという話になり、日本人の学生

「 とりとめのない話 」
新開洋一会員

は謙遜して、「日本には、誇ることがないです」
言った。すると他の国の人たちが「そんなことは

皆さんこんにちは。本日の例

ない、日本は世界第2位の経済大国で、アニメーシ

会は第2222回であります。この

ョンやゲームの文化も進んでいて、誇れる事がい

数字を調べてみますと、すべて

っぱいあるじゃないか」
と皆、
日本の自慢をした。

がうまくいっている、心理的に

韓国の学生の番がきたので日本人の真似をして

うまくいっている、神様とか仏

「韓国には誇ることはない」と言うと、他の国の

様、天使様などがどんどん降りてくるとの意味が

学生は「哀れですね。誇れることが一つもないで

あるそうです。

すか？」と悲しい表情をする。とっさにその韓国

＜地区のこと＞

の学生が、「韓国は昔に比べて経済も進んできた

私は安心院のある団体の団長をしておりまして、

し、日本に文化を教えたのは韓国だ」と言うと、

先週の日曜日、
その集まりに行ってまいりました。

「ヨーロッパでも、イタリアとギリシアから文明

今私どもの地区が公民館を建設中でして、餅まき

を受けたが、そんなことを誇るイタリア・ギリシ

をするかしないかという話になり、私はしましょ

ア人はいない」と言われた。韓国に帰国して、家

うと言ったんですが、“どうせ集まらんからやめ

でＴＶを付ければ、ＴＶでは、『世界中で韓国が

大人気！韓流熱風だ』と言っていた。”というよ

● 出席報告

うな内容のものでした。

第2222回（9月20日）

＜高校時代の思い出＞
私は今年で63歳になります。安心院高校を卒業
しました。今では高校の周りはたくさんの家がで
きましたけれども、当時、私の家が一番学校から

佐々木正博委員長

会 員 総 数

33名

（内出席免除）
出

席

0名

数

32名

（ 内 事 前 MU）

4名

ん。毎日家に帰って昼食を食べていました。もち

欠

席

数

1名

ろん外出許可書を職員室に毎回取りにいかなけれ

出

席

率

９６．９７％

近かった。3年間学校で昼食を食べた事がありませ

ばならなかったのですが、家に帰るほうが近かっ

事前メークアップ

たので、一度も取りにいった事がありません。そ

西中孝生会員、藤久保茂己会員

れでいて、
一度もとがめられたことがありません。

藤林鋭司会員、松永忠昭会員
（以上4名 フラワーロード花壇整備）

一時期、学校の門に門番の先生がいましたが、つ
かまった事もありません。
その高校の入学式に、下駄を履いて行ったら先
輩達にやかましく怒られまして、革靴のかかとを
切って学校に履いて行っていました。そして、自
分の結婚式の時に当時の校長先生が「無遅刻無欠
席」だったと言っておりましたが、しかし、私は
朝の連続テレビ小説の音楽がなりはじめてから朝

欠席者 宮丸龍昭会員
※出席率の更正
◎9月6日の出席率は2名のメークアップ
により84.38％→９０．６３％に更正
事後メークアップ
住本憲彦会員、米澤哲也会員
（以上2名 フラワーロード花壇整備）

食を食べていたくらいですから、いつも遅刻して
おりました。近所のひとつ下の子にカバンだけ学
校に持って行かせておりましたので、それで無遅
刻になっていたんだと思います。
＜お米の炊き方＞

岡村ガバナー公式訪問
３クラブ合同(宇佐・宇佐八幡・宇佐2001)
１０月１８日（木）

高校を卒業しまして2年間浪人をしました。
昔は
よく一浪したら一人前と言われていましたが、東
京で下宿をして、自炊・洗濯をしておりました。
思い出に残っているのが、ビールや酒でお米を炊
いた事です。まず酒は炊飯ジャーを開けた瞬間モ
ワーっとしてとても食べられる状態でありません

宇佐ホテルリバーサイド
・会長・幹事会

16:30～18:30

・例会

19:00～19:30

・ガバナーアドレス

19:30～20:00

・懇談会

20:15～22:00

でした。それからビールでは、炭酸が抜けたのか
これもまったく美味しくありませんでした。やは

正装、ネクタイ、ロータリーバッジ着用

り水で炊くのが一番です。

閉会点鐘
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