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● 会長の時間

石部幸二会長

皆さんこんばんは

なくしてはできなかったことばかりで、
6ケ月間会

今年最後の例会です。

員の皆様には大変お世話になりました。

私の年度もあっと言う間に半年過ぎてしまいま
した。行事をこなすことで精いっぱいだった半年
のような気がしますが、これも会員の皆様の協力

ＵＳＡ- ＯＩＴＡ
事務局

弥

3日 休 会
10日 親睦新年例会 18:30～ 翔山
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
31日 内部卓話 園 浩幸会員

クラブ協議会・年次総会 18:30～ 於：かんぽの郷宇佐

ソ ン グ

二

＊１月の行事予定＊

＊本日のプログラム＊ （1月10日）

第２２３５回例会

会 長

ありがとうございました。
後ほど半期の報告をいたしますので会長の時間
はこれで終わります。

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

５．お知らせ
1）12/27と1/3の例会は休会です。

1）ガバナー事務所より「クラブ管理運営セミナ
ー開催のご案内」；締切1/18(金)

６．欠席連絡
辛島光司会員、米澤哲也会員、和田久継会員

2月9日(土) 13:30～16:30
場所：熊本テルサ テルサホール
対象者：会長、会長エレクト、クラブ管理
運営委員長、ガバナー補佐、希望者
2）ガバナー事務所より「2014～15年度ガバナー
ノミニー候補者推薦の期限延長について」
※8月10日までに各クラブからの推薦がない
為、1月25日まで期限延長

● 委員会報告
◎ロータリー財団 末宗為十委員長
毎年お願いしておりますロータリー財団へ100
ドルの年次寄付を今年度もよろしくお願い申し上
げます。ロータリーカードへの入会もお願いいた
します。

3）ガバナー事務所より「第2520地区『仙台空港
をバナーで埋め尽くし被災者を見守る』
プロジ
ェクトへの同意のお願い」･･･同意の場合は12
月末までにクラブバナーをガバナー事務所へ

● 今月のお祝い
結婚記念日：川端克弥会員
今月12月6日が結婚記念日になります。

送付

お祝いありがとうございます。

２．例会変更
宇佐八幡RC：12/21(金)→12/20(木) 19:00～に変
更；クリスマス例会の為
※各クラブ12月最終週と1月第1週の例会は休会
です。
３．週報受理
くにさきRC、別府RC、別府東RC、別府中央RC
４．理事会報告
1）１月のプログラムについて承認致しました。

● スマイルカード

3日 休会
10日 親睦新年例会 18:30～ 翔山
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
河村正一会員増強委員長
31日 内部卓話 園 浩幸会員
2）「ＳＡＫＵＪＩ」大作戦に、クラブとして参
加登録することを承認致しました。
（他地区からの紹介状を受け入れ、新入会員
の入会審査をする）

西中孝生委員長

石部幸二会長：今年度半期６ヶ月会員の皆様には
大変お世話になりました。残りの半期もよろし
くお願いします。
臼杵 確幹事：皆様半期ありがとうございました。
来年もよろしくお願いします。
藤本博和会員：石部会長をはじめ、会員の皆様に
は今年１年大変お世話になりました。
末宗為十会員：①会長、幹事半期おつかれさまで
した。来年もよろしくお願いします。②私の誕
生日(12/8)に太陽光発電所の通電式を行い、発
電し始めました。

3）
ロータリー家族月間
「奉仕活動」
については、

廣瀬辰彦会員：①石部会長、臼杵幹事さんはじめ

日程調整等が難しい為、実施しないことを

役員の方半期ご苦労様でした。②末宗さん新聞

承認致しました。

を拝見しました。

岩井謙次会員：会長、幹事半年間御苦労様です。

● クラブ協議会

出口幸太郎会員：会長幹事さん半期御苦労さんで
した。

「半期の活動報告」
■石部幸二会長

山井辰夫会員：会員の皆さん、１年お世話になり
ました。

年度初めに掲げた私の今年度の方針及び目標と
しては

河村正一会員：今年は大変お世話になりました。
来年もよろしく!!

1．出席率９０％以上
活気ある例会を目指しますので前年度と同様に

新開洋一会員：会長、幹事半年ご苦労様です。皆
様方お一人お一人にとりまして来年がよい年で
ありますように！

90％以上を目標としていますが、11月末でぎりぎ
り90％を維持しています。残り半年皆様の協力を
持ちまして、90％以上の出席率を達成したいと思

小野田義文会員：会長、幹事半年ご苦労様です。
佐藤憲三郎会員：会長、幹事、役員の皆様方半年
間ご苦労様でした。あと半年よろしくお願いし
ます。

います。
2．会員増強３名にて３６名のクラブに
今年度増強目標3名ですが、まだ増減±０であ
ります。私も一人候補者にお願いしているのです

藤林鋭司会員：末宗社長“クリエーションエネル
ギー”通電開始おめでとうございます。石部会
長、臼杵幹事並びに会員の皆様方半期大変お世
話になりました。良い年を迎えられます様に！
津々良洋一会員：石部年度半期も終りお世話にな
りました。来年もよろしくお願い致します。
砂山正則会員：１年間御苦労様でした。
是永潤一会員：本年の最終例会、会長、幹事、委
員長お世話になりました。来年もよろしくお願
いします。

が、未だ合意に至っていません。あと半年目標達
成に全力を注ぎます。
3．西全州RCとの姉妹クラブ延長調印式の式典の成功
キム・チュウシュク会長以下12名の方が、11月8日
に来訪されて無事に調印式を終え、
一安心でした。
翌日ゴルフに行った会長以下4名の方が宇佐で懇
親会を行い、大変盛り上がりました。2年後には必
ず多くの会員が来訪するように要請を受けました。
4．フィリピンでのマッチング・グラントの成功
11月24日に無事現地にて車両の贈呈式を行うこ

住本憲彦会員：半期お疲れ様でした。来年もよろ
しくお願いします。

とができました。今後も引き続き支援を行ってい
きたいと考えています。

幡手一義会員：今年も有難うございました。来年
もよろしくお願いします。
本庄伸子会員：今年もお世話になりました。来年
もよろしくお願いします。
佐々木正博会員：2012年お世話になりました。
2013

残り半年は出席率90％以上、
会員増強3名という
目標を達成すべく、皆様の協力を持ちまして、会
の運営に当たる所存でございますので、より一層
ご指導の程よろしくお願いします。

年も宜しくお願いします。
西中孝生会員：親睦より上半期は色々とご支援、
ご協力頂きましてありがとうございました。来
年もヨロシクお願いします。
川端克弥会員：今年は皆様に色々お世話になりま
した。来年も一つ宜しくお願いします。
事務局秋野さん：今年もお世話になりました。皆
様よい年をお迎え下さい。
本日は早退致します。

■臼杵 確幹事
石部年度の半期を無事に向かえることができま
して、幹事として皆様に感謝申し上げます。
各委員会の委員長におかれましては各委員会で
精力的に活動を行っていただいており御礼申し上
げます。
また、今半期では石部会長の念願でありました
マッチング・グラントを活用した「フィリピン・

☺ニコニコ累計

３７３，０００円

スービックでの医療活動支援」も無事に行えまし

● 年次総会

たのも皆様のお陰と存じます。
新年からの残り半期もより良いものとなります
よう皆様のお力添えをいただけますようお願い申

【会長ノミニー（次々年度会長）選出】
次々年度会長 臼杵 確会員

し上げます。

（幹事 園 浩幸会員）
＊全会員の拍手により承認

■山上明宣職業奉仕委員長
11月29日 幡手会員のみかん園でことぶき幼稚
園の園児を招いてみかん狩り実施
■松永忠昭社会奉仕委員長
フラワーロード花壇と桜並木の整備を、計７回
実施
■辛島光司国際奉仕委員長

【次年度（藤本会長年度）役員理事の選出】
会

長

藤本博和会員

幹

事

本庄伸子会員

職業奉仕

是永潤一会員

社会奉仕

山井辰夫会員

国際奉仕

藤林鋭司会員

新 世 代

斉藤順一会員

クラブ奉仕 臼杵 確会員

代理：藤林鋭司副委員長
11月8日西全州ロータリークラブより12名が来

直前会長

石部幸二会員

会

岩井謙次会員

計

訪され、姉妹クラブ結縁延長調印式を実施

＊全会員の拍手により承認

■米澤哲也新世代委員長
代理：藤久保茂己副委員長

● 出席報告

7月28～29日に湯布院にてインターアクト年次
大会（柳ヶ浦高校IACより生徒3名、顧問1名参加）

佐々木正博委員長

第2235回（12月20日）
会 員 総 数

33名

（内出席免除）

■藤本博和クラブ奉仕委員長
今年は色々なことに参加しようと決めていまし
たが、職業奉仕等でできないこともあり申し訳な
く思っています。しかし、私としては有意義な半
期だったと感じています。特にM・Gの関連でス

出

席

0名

数

31名

（ 内 事 前 MU）

0名

欠

席

数

2名

出

席

率

９３．９４％

ービックへ２回も行けたことは、大変貴重な経験

欠席者 辛島光司会員、和田久継会員

となりました。また西全州RCの来訪では、調印式

※出席率の更正

翌日のゴルフは参加できずに残念でしたが、懇親

◎12月13日の出席率は2名のメークアップ

会に誘っていただき参加できたことが大変うれし
かったです。来年は石部年度のサポートを精一杯
し、半年後の私の年度を迎えたいと思います。

により84.85％→９０．９１％に更正
事後メークアップ （桜並木草刈り）
川端克弥会員、松永忠昭会員

藤本会長年度の役員理事の皆さん
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