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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 津々良洋一会員
「私の韓国西全州ＲＣとの交流」
６．出席報告

克

1日 内部卓話 津々良洋一会員
8日 西全州RCとの姉妹結縁延長調印式
13日 四クラブ合同グラウンドゴルフ大会･親睦例会
22日 外部卓話 宇佐消防署 麻生予防課長補佐
29日 内部卓話 廣瀬辰彦会員

平成２４年１０月２５日

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

皆さんこんにちは。本日は石部会長の代行とし
て会長の時間を務めます。

ぶりを感じ、質問と意見を述べました。
ポルトガルのリスボンで開催される次の国際大

先週はガバナー公式訪問お疲れ様でした。

会のエントリーのお話がありました。私も2011年

岡村ガバナーとの会長幹事会では、ポリオプラス

ニューオリンズの国際大会に、
河村会員と息子の3

についての質問に答えられず、勉強不足を感じま

人で行ってまいりました。今回も行きたいなと思

した。規定審議会での理事会提出立法案の「前後

っていますが、
皆さんも一緒にいかがでしょうか。

１４日間でメーキャップの削除」他４項目は、今

またガバナーからは、ロータリアン同士の仕事

までの概念を覆すようなもので、自分の感情の高

のやり取りを大いにやりなさいとの話もありまし
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二
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＊１１月の行事予定＊

＊本日のプログラム＊ （11月1日）

第２２２７回例会

会 長

弥

た。ロータリーの原点はまさにここにあったので

「杵築市文化体育館」に変更；青少年卓球大

すね。

会の為 ③11/29(木)「サンリブ杵築店」に変

懇親会では岡村ガバナーとお話をし、熱い握手
を交わしました。

更；献血例会の為
その他クラブ（詳細は事務局まで）

それから、今週月曜日には国際奉仕委員会が開

大分RC、大分東RC、大分臨海RC、大分南RC

催されました。姉妹クラブである西全州ロータリ

大分中央RC、大分城西RC、大分1985RC

ークラブが結縁延長調印式の為、
来月8日に来日し

別府RC、別府北RC、別府東RC

ます。
私が藤林会員たちと西全州に行った時には、

３．週報受理

素晴らしい歓待を受けたことが思い出されます。

杵築RC、中津中央RC、大分キャピタルRC

今回は短い期間ではありますが、私もそれに応え

別府RC、別府中央RC、別府東RC

るべく最善を尽くしたいと思いますので、会員の
皆様もご協力よろしくお願いいたします。

４．理事会報告
1)11 月のプログラムについて承認致しました。
1日 内部卓話 津々良洋一会員
「私の韓国西全州ＲＣとの交流」

● 幹事報告

臼杵 確幹事

１．来信

18:30～ かんぽの郷宇佐

1)ガバナーエレクトより「次年度地区委員推薦
のお願い」；11/10まで

15→13日(火) 四クラブ合同グランドゴルフ大会
13:00～ かんぽの郷宇佐

2)別府北RCより「インターアクト年次大会報告書」
3)米山奨学生 ムン・ジョンホさんより「お礼状」
4)冨田江里子さんより「クリニックの2011年度
報告書」「贈呈車両の写真(メール)」

18:30～ 親睦例会 南蔵
22日 外部卓話 宇佐消防署麻生予防課長補佐
「宇佐市の防災について」
29日 内部卓話 廣瀬辰彦会員

5)豊後高田RCより「四クラブ合同グラウンドゴ
ルフ大会及び合同親睦例会について」

５．お知らせ
1)出欠の回覧をしていますのでご確認ください。

6)岡村ガバナーより「公式訪問の御礼、報告書
提出依頼」

①11月13日(火) 四クラブ合同グラウンドゴ
ルフ・親睦例会

7)ガバナー事務所より「本田直前ガバナー『言
霊集』発刊のお知らせ」

②11月23日(金)～26日(月) マッチング・グラ
ントの車両贈呈式（フィリピン）

8)大分県福祉保健部より「麻薬・覚せい剤乱用
防止に功績のあった者の表彰について」

2)先週の公式訪問例会の際に名札を持ち帰った
ままの方は、ご返却ください。

２．例会変更

６．欠席連絡

宇佐八幡RC：①11/2(金)「北馬城小学校・むつ
み幼稚園」に変更；職場訪問例会の為

②

11/16(金)→11/13(火)；四クラブ合同グラウン
ドゴルフ大会・親睦例会の為

③11/23(金)

休会
杵築RC：①10/25(木)「JAフーズ杵築」に変更；
職場訪問例会の為

8日 西全州RC姉妹クラブ延長調印式

②11/15(木)→11/17(土)

石部幸二会長、末宗為十会員、西中孝生会員
和田久継会員
７．本日の当番
是永潤一会員、斉藤順一会員

● 委員会報告
◎国際奉仕

● 内部卓話

藤林鋭司副委員長

「おおいた早生みかんを作ってみて」

11月8日に韓国より西全州ロータリークラブの

幡手一義会員

方達が姉妹締結延長調印式に訪日されます。先日

本日は、私が携わっている

22日に1回目の委員会を開催しましたが、
最終の打

農業についてお話したいと思

ち合わせを10月29日(月)19時から翔山さんで、行

います。

います。国際委員会はもとより、それ以外の方た

まず皆さんにお配りしたみ

ちもクラブに関係する事ですので、是非御参加の

かんですが、私が生産してい

ほど宜しくお願いします。

る
「おおいた早生みかん」
という品種になります。
どうぞ召し上がってみてください。袋の中の紙に

◎国際奉仕

本庄伸子会員

「大分県が開発・育成した」と書いていますが、

西全州ロータリークラブの皆さんへのお土産の

これは県の職員をしております小原さんが開発し

品として、安心院のしっくいアートを検討してい

たものでして、その方には頭が上がらない気持ち

ます。デザインが３種類あります。例会中に見ら

でおります。「おおいた早生」は今田早生温州み

れるように置いておきますので、どれがよいか皆

かんにハッサクを交配して得られた種子から作ら

さんのご意見を伺いたいと思います。

れたもので、その種を栽培して苗を作ります。そ
の苗が生長して実際に収穫できるまでの期間は５
年ないし１０年です。みかん本来の味と申します

● スマイルカード

是永潤一副委員長

藤林鋭司会員：息子が結婚致しました！皆様方の
ご指導をよろしくお願い申し上げます。
岩井謙次会員：孫のはるかがNHK『いないいない

そんな長い年月をかけて栽培するのは到底待てま
せんので、たくさんある苗に番号を振って、接ぎ
木をし、それぞれのみかんを食べ比べてみて美味
しかったものを選抜します。その苗をたくさん作

ばあっ！』に出演中。
藤本博和会員：孫の夢優音(むうと)が無事に１歳
になりました。幡手さん卓話楽しみにしていま
す。小野田さんいつもすみません。
幡手一義会員：本日は卓話をさせていただきます。
昼寝をしながら聞いて下さい。
小野田義文会員：早退させて頂きます。
佐々木正博会員：早退させて頂きます。

ニコニコ累計

か、
本性が分かるにはやはり１０年かかりますが、

って広げていく方法です。この方法ですと、みか
んを収穫できるまでの期間は大体２年です。熊本
県のデコポンなどいろいろな種類のみかんがあり
ますが、私はこの
「おおいた早生」
が自信をもってお
すすめできる素晴
らしいみかんだと

２６２，０００円

思っております。

現在、熊本県では知事が農協出身者である事も
あり、農家の厳しさをよく分かっております。そ
れで熊本の農協では、農家が持ってきたお米はで
きるだけ高く買い取る政策をとっています。大分
県では１俵とりあえず１万円くらいで買い取って、

それが売れ次第、残金を支払う政策をとっていま

● 出席報告

す。実際に米が売れて支払いされるのは３年先と

佐々木正博委員長

第2227回（10月25日）

言われていますので、農家の方たちにとっては大

会 員 総 数

変厳しい政策です。ですが、大分県も今年からや

（内出席免除）

っと熊本県と同じ政策をとってくれるようになり

出

ました。

少し時間がありますので、私の住む地区と、幡
手家について少しお話しします。
私の住む下矢部は、宇佐神宮の近くを流れる寄
藻川を数キロさかのぼったところにある地区です。
水田が多く、旧宇佐市の中では２番目の規模の広
さで６４町あります。地区内の戸数は数年前まで

席

数

33名
0名
25名

（ 内 事 前 MU）

0名

欠

席

数

8名

出

席

率

７５．７６％

欠席者
石部幸二会員、辛島光司会員、新開洋一会員
末宗為十会員、西中孝生会員、松永忠昭会員
米澤哲也会員、和田久継会員

は１００戸を超えていたのですが、現在は１００
戸を切ってしまいました。地区内に同じ幡手姓は
１５戸あります。
私の先祖は代々農業の家系でして、祖父は婿養

フィリピン・バルナバクリニック
冨田江里子さんからのメール
October 13, 2012

子として幡手家に入ったそうです。農地改革で農
地を没収されましたが、親父は強運だったのか、

車の写真、外観ですが送らせて頂きます。まだ、

農地改革で７０ａの水田を安く手に入れることが

ベッドなどの取り付けは終わっていません。

できたそうです。当時１反に５表くらいしかとれ

今日はWISH HOUSEの子供の送迎に使われまし

ない時代でほとんど儲けがなく、その裏作の麦で

た(トライシクルが故障したので）。

生計を立てたと言っていました。

昨晩は高熱、胎児仮死、陣痛発来の産婦（7人目
妊娠)の搬送に使いました。

時間が来ました。この続きは次回の卓話の機会
にさせていただきます。
ありがとうございました。

その写真はないのですが、子供の分を送らせて
頂きます。
皆さまのご支援に感謝しております。
冨田江里子

マッチング・グラント 援助車両
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