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麻生 哲ガバナー補佐、三木幸雄君、渡辺幹雄君（以上3名 宇佐2001RC）

石部幸二会長

皆さんこんにちは。例会も今年はあと最終例会

したが、2003年7月の同理事会において、2003－04

を残すのみとなりました。今年は皆様にとってど

年度ジョナサン・マジィアベ会長が、家族の重要

のような年だったでしょうか？

性を主眼にしたことを称え、12月を「家族月間」

さて12月は家族月間（Family Month）です。
1995－96年度ハーバート・ブラウン会長は、世界

と指定しました。これに伴って「家族週間」は廃
止されました。

平和は地域、家族から始まるとの考えを表明しま

家族のことを個人的に振りかえりますと、1月か

した。そして1995年11月のＲＩ理事会において、2

ら3月は二男の大学受験、
三男の高校受験が重なり

月の第2週を「家族週間」と指定することになりま

まして、長男は就職活動でばたばたしておりまし
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17日 外部卓話 九州電力(株)豊前発電所
室屋和弘所長「今後の電力事業について」
24日 会員増強フォーラム 河村正一委員長
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た。
二男は大阪に、
三男は福岡に引っ越して行き、
4月からは妻と二人の生活になり、
子供のいない生
活は久しぶりでしたので最初は戸惑いもありまし
たが、最近ようやっと慣れてきました。
ロータリーでは3月にPETSが4月には地区協議

５：ＩＭの開催
第1案 4月6日(土)、第2案 4月7日(日)
今年度もあと残すところ6ヶ月となりました。
私
も頑張って参りますので、ご協力の程宜しくお願
いします。

会があり、本業の方も行事が多く忙しさにかまけ
て子供のことは妻まかせで、なにひとつしていな
いです。
昨年亡くなった母8月には母の初盆で、
11月には

● 幹事報告

臼杵 確幹事

１．来信

１周忌を迎えました。父も今年89歳で、実家に1

1）ガバナー事務所より①「次年度役員キット

人で住んでいますが、妻に掃除洗濯に行ってもら

（会長要覧ほか）」②「次年度資料作成のた

うように頼んでもう5年くらいになります。
それも

めの調査書」③「クラブ研修リーダー育成セ

黙々と続けてくれています。とても私一人ではで

ミナー開催のお知らせ」④「R財団地区補助金

きないことであらためて妻の支えがあってやって

利用（覚書提出）について」

これたのだなあとしみじみと思います。
皆さまも1年を振り返り、
思い当たる方は家族月
間のこの機会に感謝しては如何でしょうか？

2）地区会員増強委員長より「会員増強セミナー
のお礼」
3）ＲＩより「リスボン国際大会 1回目の登録締
切日は12月15日」
4）フィリピン バギオ基金より「事業報告書と

● ガバナー補佐挨拶
大分第2グループ 麻生 哲ガバナー補佐

寄付のお願い」
２．例会変更
中津平成RC：①1/3(木)は休会 ②1/10(木)新年
例会の為、18:30～「嘉乃」にて
＜その他クラブの詳細は事務局まで＞
大分RC、大分1985RC、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、別府東RC、湯布院RC、津久見RC
３．週報受理

皆さんこんにちは。本日は、先日のガバナー公
式訪問のお礼に参りました。岡村ガバナーからも
お礼の言葉をあずかっております。
また、ガバナーからの要請として、５点ご連絡
申し上げます。
１：会員増強「チャレンジ2720プロジェクト」の
達成
２：地区大会（3月8、9日）2000人目標
ご夫婦同伴参加（家族も含む）
インターアクト
３：世界大会（リスボン）への参加
４：元気なクラブに

大分キャピタルRC、津久見RC
４．理事会報告
なし
５．お知らせ
1）次週12/20の例会は、18:30～かんぽの郷宇佐
にて開催いたします。
2）次週例会と新年例会（1/10）の出欠に変更が
ある方はお知らせください。
3）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。
4）明日12月14日(金)夕方5時より、フラワーロ
ード花壇の整備を行います。

5）
12月25日に会費等の口座振替を実施致します。
口座残高のご確認をお願いします。

● 内部卓話

「インターアクトクラブとの関わり」

６．欠席連絡

藤久保茂己会員

川端克弥会員、砂山正則会員、藤林鋭司会員
松永忠昭会員、和田久継会員

皆さんこんにちは。今年最後の
卓話をさせて頂きます。現在学校

７．本日の当番

は師走という事で、文字通り忙し

西中孝生会員、幡手一義会員

い時期です。本日はインターアク
トとの関わりについてお話したい
と思います。

● 今月のお祝い

私は入会して1年半ほどになりますが、
まずイン

本 人 誕 生 日：住本憲彦会員

ターアクトについて少し勉強致しました。

53回目の誕生日です。

インターアクトは、12歳から18歳までの青少年

年を取るのが楽しいです。

のための国際ロータリーの奉仕クラブです。イン
ターアクトクラブは、支援や指導を与えるロータ
リークラブが提唱して結成されます。2012-13年度
は、初のインターアクトクラブの創設から50年目
となるそうです。インターアクトの目的は、奉仕
と国際理解に貢献する世界的友好精神の中で相共
に活動する機会を青年男女に提供することにあり

● スマイルカード

西中孝生委員長

ます。
ちなみに、ローターアクトは、18歳から30歳ま

麻生 哲ガバナー補佐：半期終了しました。ご協
力、ご支援お礼申し上げます。
渡辺幹雄君(宇佐2001RC）：今年もお世話になり
ました。

仕クラブです。
本校（柳ヶ浦高校）
のインターアクトクラブは、
宇佐ロータリークラブ提唱により1971年に結成さ

石部幸二会長：①先週の桜並木の草刈りでは松永
委員長に大変お世話になりました。 ②藤久保
会員卓話よろしくお願いします。
藤本博和会員：先日メルクス草刈りに行けなくて
すみません。寒い中お疲れ様でした。藤久保会
員卓話よろしくお願いします。
末宗為十会員：①先日の桜並木の草刈りに参加し
た会員の皆様お疲れさまでした。参加できなく
てすみません。 ②藤本会員、すばらしい写真
ありがとうございました。
新開洋一会員：職業奉仕の為、早退します。
是永潤一会員：職業奉仕の為、早退します。

ニコニコ累計

での青年男女のための、ロータリーが提唱する奉

れました。現在部員は10名ほどと、活動の方は少
し元気がなくなってきているという事ですので、
来年度は会員増強をして、何らかの形で色々な事
に貢献したいと思います。毎年開催される年次大
会では、新世代委員会のサポートを受けて参加さ
せて頂いています。年次大会では他校のインター
アクターと交流を持つことができ、生徒にとって
視野を広くする意味で非常にいい機会だと思って
おります。今年は湯布院で開催され、参加した生
徒たちに聞きますと、非常に勉強になり良い経験
をさせてもらったと言っておりました。
本校にはJRC部もあり東日本大震災の時に募金
活動をしましたが、インターアクトの方でも中心

３４０，０００円

になってこのような活動ができたらいいなと思っ

● 出席報告

ております。
来年度は、
月1回インターアクト例会を開催して

佐々木正博委員長

第2234回（12月13日）

ロータリーアンにも参加してもらう機会を作りた

会 員 総 数

いと思いますので、その際には是非出席をお願い

（内出席免除）

致します。

出

ロータリーを通じて色々な事に貢献していける
よう、今後とも柳ヶ浦高校インターアクトクラブ
へのご指導、ご支援、ご協力をよろしくお願い致
します。
◇

◇

◇

◇

◇

少し時間がありますので、先日感動したことを
お話したいと思います。
「指揮官の決断」という事で、東日本大震災の
福島第一原発事故で放水活動の指揮を執った、東

席

33名
0名

数

28名

（ 内 事 前 MU）

1名
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席

数

5名

出

席

率

８４．８５％

事前メークアップ
藤林鋭司会員（桜並木草刈り）
欠席者
辛島光司会員、川端克弥会員、砂山正則会員
松永忠昭会員、和田久継会員

京消防庁の佐藤康雄さんのお話を聞く機会があり

※出席率の更正

ました。

◎12月6日の出席率は2名のメークアップ

皆さんも企業の指揮官として、必ず決断をしな
ければいけない事があると思います。私も野球部
の監督をしておりまして、ピッチャーを替えよう
か、バントさせるのか、打たせるのか等大変な決

により75.76％→８１．８２％に更正
事後メークアップ
川端克弥会員、松永忠昭会員
（桜並木草刈り）

断がいる訳なんです。第三者は、試合後に色々な
事を言う人がおりますが、現場にいますと、本人
の力や調子を即座に判断して決断をしないといけ

【フラワーロード花壇整備】

ません。その決断が勝敗を非常に左右するという

12/14(金) 17 時～

事で、緊張しっぱなしの毎日を送っていた40年間
でしたが、私は今年の8月からは総監督として、教
え子に監督の座を譲りました。ユニホームを毎日

臼杵幹事、川端会員、佐々木会員
宮丸会員、松永委員長（5 名）
悪天候の中お疲れ様でした

着る時に一番気になるのは天気です。今日は雨な
のか、雨の時練習はどうしようか、今時期になる
と気温15℃を目安にして、ボールを握るかどうか
判断材料にしております。このように情報から決
断するというのも大切な事です。
佐藤さんは講演の中で、こういう事を言ってお
りました。
『上に施策あれば、下に対策あり』
リーダーに目標理念があれば、下の人に対策が
ある。上に立つ者に理念がなければ、下の者は動
かない。という事です。
皆さんも指揮官としていい決断をして、それが
良い方向に向かえばなと思います。
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