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１２月は家族月間
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＊１２月の行事予定＊

＊本日のプログラム＊ （12月6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．内部卓話
「フィリピンスービック補助金贈呈式報告」
６．出席報告

第２２３２回例会

会 長

6日 内部卓話
「フィリピンスービック補助金贈呈式報告」
13日 内部卓話 藤久保茂己会員
20日 年次総会、クラブ協議会
18:30～ かんぽの郷宇佐
27日 休 会

平成２４年１１月２９日

の記録

開会点鐘
 ソ ン グ

手に手つないで

 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。

スービックRCの方々も14，5名参加して、大変盛況

早いもので私の会長年度も5カ月が過ぎようとして
います。
改めまして皆様のご協力に感謝いたしますが、
年度初めの出席率の勢いがなくなってきた気がします。

でした。冨田さんのブログに昨日しっかり載っていま
したのでご覧になって下さい。
翌日は少数民族の集落への巡回診療、生まれて間も

出席率90％達成が危ないですので今一度声を掛け合っ

ない母子の健康診断につれて行かれました。暮らして

て、達成したいと考えています。

いるのは雨季になると床まで水につかる、3畳ほどの衛

また最終例会と新年例会では100％出席例会を達成
したいと思いますのでよろしくお願いします。
さて先週フィリピンの冨田さんのクリニックを訪問

生状態最悪の家、というか小屋でした。
それでも生きている、人間の生命力を改めて実感し
ました。

して、車両の贈呈式を行いました。

ＵＳＡ- ＯＩＴＡ
事務局
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● 幹事報告

臼杵 確幹事

１．来信
1）ロータリーの友2012年12月号；配布
2）ガバナー事務所より「赤山ガバナーエレクト壮行
会のご案内」；会長エレクトへ
3）ガバナー事務所より「ＳＡＫＵＪＩ作戦」につい
て；回覧
4）ロータリー財団「未来の夢計画」ハンドブック、
奉仕プロジェクト事業のご紹介
２．例会変更

なし

３．週報受理

なし

４．理事会報告
1）１２月のプログラムについて承認致しました。
6日 内部卓話
「フィリピンスービック補助金贈呈式報告」
13日 内部卓話 藤久保茂己会員
20日 年次総会 、クラブ協議会
18:30～ かんぽの郷宇佐
27日 休会
５．お知らせ
1）年次総会と新年例会の出欠を回覧致します。
６．欠席連絡
砂山正則会員、藤林鋭司会員、藤本博和会員
７．本日の当番
住本憲彦会員、園 浩幸会員

● 委員会報告
◎社会奉仕委員会 松永忠昭委員長
12月8日(土)朝7時からメルクス横の桜並木の草刈を

◎会員増強委員会 河村正一委員長

行います。また、12月14日(金)夕方5時よりフラワーロ

「ＳＡＫＵＪＩ大作戦」について、本日配布のロー

ードの花壇の整備を行います。皆様出席のほど宜しく
お願いします。

タリーの友の40ページにも掲載されています。田中作
．
次RI会長をもじったものかなと思っていましたが、サ
．
．
クセスジャパンの3文字をとってだそうです。これは、

◎職業奉仕委員会 山上明宣委員長

日本全国の知り合いから、この人はロータリーにふさ

随分前から提案させて頂いた事で、今回ことぶき幼

わしいという人を紹介してくさだいというものです。

稚園の園児と一緒にみかん狩りをすることになりまし

当クラブは今年度33名からスタートして未だ足踏み

て、幡手会員にお世話いただき、33名の園児と当クラ

しておりますが、フィリピンでの大事業が一段落致し

ブ会員6名で、本日午前中にみかん狩りを行いました。

まして、年末年始にかけて会員増強にまい進したいと

久しぶりに童心にかえって楽しむ事ができました。幡

思います。会長と幹事だけが頑張っても前に進むもの

手会員の農園も素晴らしくて、ロータリーの本質と申

ではありません。特にパスト会長はじめ一人一人の会

しますか、本当にいいボランティアができたと思いま

員にいい人を紹介していただくよう、私もはっぱをか

す。ありがとうございました。

けますので、皆様宜しくお願いします。

参加会員：幡手会員、臼杵幹事、斉藤会員
津々良会員、藤久保会員、山上委員長

12月1日には、
臼杵幹事と会員増強セミナーに出席し
てきます。

● スマイルカード

西中孝生委員長

石部幸二会長：①フィリピンでは藤本副会長、津々良
会員、米澤会員に大変お世話になりました。 ②末
宗組創立百周年おめでとうございます。 ③広瀬会
員卓話よろしくお願いします。
臼杵 確幹事：石部会長、藤本副会長、津々良会員、
米澤会員フィリピン訪問お疲れ様でした。 西全州
RCの調印式では皆様ありがとうございました。 山
上委員長、幡手会員本日のみかん狩りおいしいみか
んをありがとうございました。
廣瀬辰彦会員：①末宗さん創立100周年おめでとうござ
います。 ②本日卓話をさせて頂きます。
末宗為十会員：①11月23日に当社の100周年記念式典が
無事終了しました。 ②石部会長、藤本副会長、津々
良会員、米澤会員マッチング・グラント（フィリピ
ンにて）大変お疲れさまでした。ありがとうござい
ます。
津々良洋一会員：①スービック訪問では石部会長、藤
本副会長、米澤会員ファミリーに大変お世話になり
ました。 ②広瀬会員卓話よろしくお願いいたしま
す。
出口幸太郎会員：①末宗さん、末宗組創業100周年を心
からお祝い申し上げます。これからも益々のご発展
を祈念いたします。 ②会員増強委員会では、河村
委員長大変お世話になりました。
是永潤一会員：①マッチング・グラントでフィリピン
訪問参加者の皆様、お疲れ様でした。 ②幡手会員
の「みかん狩り」のお世話お疲れ様でした。 ③広
瀬会員の卓話よろしくお願いします。
山井辰夫会員：末宗会員、会社創立百周年おめでとう
ございます。
佐藤憲三郎会員：石部会長他フィリピン行きの皆様お
疲れ様でした。お土産ありがとうございました。
本庄伸子会員：石部会長、藤本さん、津々良さん、米
澤さんフィリピンおつかれさまでした！
佐々木正博会員：11月17日に宇佐グリーンフェスタを
行いました。来場者は2000人超えでした。ありがと
うございました。
西中孝生会員：末宗組創立百周年おめでとうございま
す。ゴルフコンペ大変楽しかったです。
住本憲彦会員：職業奉仕の為早退させていただきます。

ニコニコ累計

３１６，０００円

● 内部卓話

「自己紹介・私とロータリー」
廣瀬辰彦会員
皆様、こんにちは。久しぶ
りに卓話をさせていただきま
す。前年度末宗会長の時に8
名の新会員が入会されました。
ロータリーの綱領の第一に
「奉仕の機会として知り合い
を広めること」とあります。
これは、知り合いを広めると同時に相手方を深く知る
のも大事だろうと言われております。
新会員の方々は、
私の事をほとんど知らないと思いますので、本日は自
己紹介と、ロータリーの思い出についてお話をさせて
いただきたいと思います。
■人生において運が良かったと思った事
私は昭和17年4月4日に満州で生まれ、昭和19年に親
父が病気をしたために一家で日本へ帰ってまいりまし
た。
終戦まであと20日という昭和20年7月25日に召集令
状がきまして、親父は満州に軍人として赴任し、日ソ
不可侵条約を破って侵入してきたソ連軍に抑留され、
ソ連軍の収容所で昭和23年に亡くなりました。
生まれて70年、自分の人生は一体何だったのだろう
と考えますと、ただ平凡に70年が過ぎたのかなとも思
います。しかし人生において運が良かったと思った事
が３つあります。
一つめは、昭和19年の終戦前に家族で日本に帰国し
た事です。終戦まで残っていた私とあまり年の変わら
ない数万人の人達は、日中国交正常化のあと中国残留
孤児として肉親捜しで帰国することになりますが、筆
舌に尽くせないご苦労をされている方が多くいらっし
ゃいます。
二つめは、就職試験に失敗した事です。中学卒業後
はすぐにでも親孝行をしたいと思い、担任に勧められ
た住友金属の試験を受けました。当時長洲中学から2
名受けて、私は落ちました。そのおかげで日本育英会
の奨学金を受ける事ができ、中津東高校に進学できま
したし、その後は日立製作所に入社できました。高校
時代は毎日ラグビーと柔道でほとんど勉強したことが
ありませんでしたが、日立は素晴らしい会社で、入社
して2年間は短大卒と同じような勉強をさせてくれま
した。学歴の事で大変悩みましたが、その時に日立を
辞めて独立しようと決心する事となりました。

三つめは、妻と出会って結婚した事です。日立を辞

が若い時代、日本で受けたご援助は当時の我々の夢を

めてしまうが、それでも付き合ってもらえますかと話

実現させてくれ、それによって今日の我々がいる。こ

したところ、あなたを信じてついて行きますと言って

のことは、
次の世代にも語り継いでいかねばならない。

くれまして、その事が私の独立する大きな力となりま

更に、中国広しといえども今の日本人の心、日本の文

した。

化を最もよく知るのは我々米山学友をおいて他にはな

◎人間万事塞翁が馬

い。だからこそ我々は、日中友好の懸け橋として、そ

◎禍福は糾える縄の如し

の最先端で大いに活躍していかねばならないと自覚す
るものである。

■幼年時代 １円玉の思い出
弟を豊後高田の病院に連れて行ったことがありまし

■最後に

た。帰りの汽車に乗ろうと高田の駅に行ったところ、

ロータリーが自己錬成の場、品性高揚の場であるな

どこかで落としたのか１円足りません。
駅員さんに
「お

らば、私にとって、ロータリーは高遠で、日暮れてな

いちゃん、一円足りないんだけど、負けて」と頼んで

お塗遠しの感を抱いています。

みても断られるだけで、駅と病院の間を探しても見つ

新しく会員になられた8名の方々には、
ロータリーで

からない。このままでは長洲に帰ることができないと

多くの事を学び、大いに活躍していただきたいと思い

困り果てていると、列の後ろのおばちゃんが「ボク、

ます。

おばちゃんが１円あげるから、これでお帰り」と言っ

本日は、ありがとうございました。

てくれ、どんなに感謝した事か。あの時の一円の重み
は忘れる事ができません。
◎人は常に人に助けられ、支えられている
● 出席報告
■ロータリーとの出逢い

佐々木正博委員長

第2232回（11月29日）

私は昭和61年に入会させていただきました。当時ロ

会 員 総 数

ータリーで学んだことは
「ノーと言えぬ不文律」
です。

33名

（内出席免除 ）

通常会長は一年半前に選任されますが、私の場合は前

出

の2人が退会されたという事で、
急きょ半年前に選任さ
れましたし、ガバナー補佐の時もノーとは言えません
でした。それでもロータリーは素晴らしいところだと
思っております。
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９０．９１％

事前メークアップ
ジジュン

■米山学友 姫軍さんの言葉
2010年9月7日、尖閣諸島中国漁船衝突事件で日中両
国の緊張が高まる中、中部名古屋みらいロータリーク
ラブの一行が9月17日から20日にかけ中国・北京の米山

岩井謙次会員（宇佐 2001RC）
藤林鋭司会員、藤本博和会員（中津中央 RC）
欠席者
新開洋一会員、砂山正則会員、米澤哲也会員

学友会を訪問しました。
しかも9月18日は満州事変が起

※出席率の更正

きた国辱の日として中国では最も日本への反感が高ま

◎11月22日の出席率は3名のメークアップ

る日、中国学友会長だった米山学友の姫軍さんの言葉
をご紹介します。（姫軍さんは東大法学部を米山奨学

により72.73％→８１．８２％に更正
事後メークアップ

生として修了した後、ハーバード大学で学業を重ね、

佐々木正博会員（中津RC）

現在、北京で弁護士事務所を大々的に開いているとい

藤本博和会員、米澤哲也会員

う人です。彼は、日本の弁護のために大変活躍してく

（フィリピンM･G贈呈式）

れているばかりか、学友会にも毎年50万円ずつ、寄付
してくれています）
「したたる水の如く受けた恩は、地中から湧き出る
水の如く恩返しすべし」
という諺が中国にはある。
我々
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