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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 藤本博和会長エレクト
｢PETS 報告｣
６．出席報告

確
克

14日 内部卓話 地区大会報告
21日 内部卓話 藤本博和会長エレクト ｢PETS報告｣
28日 外部卓話 長洲中学校 土岐達也校長

平成２５年

ソ ン グ

我等の生業

ゲ ス ト

なし

ビジター

永松何奈子君（宇佐八幡RC）

３月１４日

の記録

石部幸二会長

皆さんこんにちは。

・他人への奉仕と思いやりはあなたの人生と心を

先週金曜日、土曜日と地区大会へ行って来まし

豊かにする

た。参加された会員の皆様には大変お世話になり

・寛容の心から始まったロータリー

ました。

・宗教、人種、処々の異なる言動、異なる行動に

金曜日に会長、幹事会があり、2770地区パスト

対する寛大な心

ガバナー中村靖治氏の講演「善き仲間とともに」

・ただ登る者ではなく築く者となりますように

の中で感じた言葉を紹介します。

・「超我の奉仕Service above selfの理念」は私の人
生哲学となっています。田中作次RI会長

ＵＳＡ- ＯＩＴＡ
事務局

弥

7日 内部卓話 川端克弥会員「ダイビングについて」

開会点鐘

● 会長の時間

二

＊３月の行事予定＊

＊本日のプログラム＊ （3月21日）

第２２４５回例会

会 長

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/

・ロータリーの二本の柱、親睦と奉仕
・現在の状況を鑑み、今一度原点に戻って考えて
みたい
・まず個人的活動（I serve）―第一の活動 職業
を通して貢献する

● 幹事報告

臼杵 確幹事

１．来信
1）岡村ガバナーより「地区大会の礼状」；回覧
2）宇佐八幡RCより「3月15日『狂言鑑賞例会』
について」；回覧

・ライオンズクラブはWe serve個人では行わない。

3）米山梅吉記念館より「館報」；回覧

・ロータリアンとは安心してお付き合いのできる

4）ロータリーの友事務所より「次年度雑誌委員

人のことであるということを世間に知らしめな
ければならない
・全会員はロータリーのピンバッジを常に身に着
け、これを信用と奉仕の象徴としなければなら
ない
・クラブ活動についてー第二の活動
・自己の企業または専門的職業について話をする
機会が与えられなければならない。お互いの職

長への『友』送付について」
２．例会変更
宇佐2001RC：3/20(水)は休会
中津中央RC：3/26(火)は12:30～「童心会館」に
変更；移動例会の為
中津平成RC：4/4(木)は18:30～「たはら(三沢公
園)」に変更；花見例会の為
その他クラブの詳細は事務局まで

業を理解し合うことにより、お互いの信用が高

杵築RC、大分キャピタルRC、別府中央RC

まる。

別府北RC、別府東RC

・例会においていかに好意と友情を育てるかを実
践するのが親睦
・ロータリーは人生の道場、自己研鑽に励む
・委員会のことを委員長が一人でするのではなく、

３．週報受理
杵築RC、中津中央RC、大分キャピタルRC
４．理事会報告
1）竹田豊氏の入会について、異議申立てがあり

委員会を定期的に開催し、事業計画、予算の使

ませんでしたので入会を承認致します。

用状況とうについて全員で話し合い、共通認識

次週入会式の予定です。

を持つ
・ロータリークラブ自体に地域社会全体の職業モ
ラルを高める作用があるとすれば、会員が欠席
することが社会の損失である

５．お知らせ
1）出欠の回覧を致します。
①花見例会 ②ＩＭ ③地区協議会
2）本日１６：００より、柳ヶ浦高校にてインターア
クト例会を開催します。新世代委員会

以上、断片的ですがロータリーを理解するヒン
トが含まれていると思いました。

3）3月15日(金) １８：００より、フラワーロード花
壇の草取りを実施します。社会奉仕委員会
4）3月25日に地区大会登録料等の口座振替を実
施致します。（対象者には別途案内配布）
６．欠席連絡
砂山正則会員、宮本順二会員
７．本日の当番
是永潤一会員、斉藤順一会員

● 委員会報告

退させていただきます。

新世代委員会

米澤哲也委員長

本日午後4時から柳ヶ浦高校にて、
新世代委員会
（インターアクト例会）を開催致します。出席の
程、宜しくお願いします。

本庄伸子会員：先週地区大会ではお世話になりま
した。
是永潤一会員：地区大会参加の皆様お疲れ様でし
た。
和田久継会員：職業奉仕のため、早退します。

☺ニコニコ累計

● 今月のお祝い

４８９，０００円

配偶者誕生日：宮丸龍昭会員（洋子様）
妻の誕生日に花束ありがとうございます。
結婚記念日：藤林鋭司会員
去る3/6が愛妻美佐子さんとの32回目の結婚記
念日でした。お祝いありがとうございます。

● 内部卓話

「地区大会参加報告」
藤林鋭司会員
本会議前日は、藤本副会長、末宗前会長、河村
パスト会長と4人でゴルフをして、
翌日の地区大会
● スマイルカード

西中孝生委員長

永松何奈子君（宇佐八幡RC）：

にはとても清々しい気持ちで参加しました。出席
された方お疲れ様でした。

明日の例会プログラムである
狂言鑑賞会の宣伝にやってま

本庄伸子会員

いりました。本日はよろしく

１日目夜の地区会員交流懇親会では、１分間宇

お願い致します。

佐ロータリークラブの紹介スピーチの時間があり、

石部幸二会長：先週の地区大会では会員の皆様に

ワイン同好会や例会食が大変おいしい事などをＰ

大変お世話になりました。本庄会員飲みすぎに

Ｒしてまいりました。大分高校の書道パフォーマ

注意しましょう。

ンスが大変楽しかったです。

臼杵 確幹事：地区大会では皆さんおつかれ様で
した。
岩井謙次会員：地区より25年永続皆勤賞を頂きま
した。
藤林鋭司会員：先日の地区大会で石部会長、臼杵
幹事他参加された方々に大変お世話になりまし
た。職業奉仕の為早退させて頂きます。申し訳
ありません。
藤本博和会員：地区大会では会長始め参加された
皆さんお世話になりました。職業奉仕のため早

山井辰夫会員

と書いてある袋を頂きまして、中には、大会パン

地区大会へ参加する度に、私はすごい所に入会

フレットや周辺の観光マップ、記念品の『言霊』

しているんだなと改めて感じます。この感激は素

という冊子等が入っていました。地区内のロータ

晴しい事だと思います。新しく入会された方達は

リアンが一堂に会する大会ということで、熊本が

忙しいとは思いますが、２年に一度は参加して、

第１グループから第７グループ、大分は５グルー

ロータリークラブのすばらしさを認識してもらい

プまである事も知り、勉強になりました。

たいと思います。
地区大会では、毎回参加クラブの紹介がありま

河村正一会員

す。例年は最初にあるので、クラブの紹介が終わ

私は、参加された方が一番寝ている時間帯も、

ると早めに帰ってしまうクラブもあるのですが、
今回は従来と違って最後の方に紹介がありました
ので、７割ほどが残っておりました。

しっかりと起きていました。
ローソンの新浪社長と木下パストガバナー、岡
村ガバナーでパネルディスカッションのような事

岡村ガバナーは、終始笑顔を絶やさずにいて素

をしていましたが、新浪社長だけでも良かったの

晴らしいなと思いました。韓国の俳優は笑顔の訓

ではないかというくらい、いいお話を聞かせてい

練をかなりしたそうですが、なかなか真似できる

ただきました。ローソンの経営の中で、失敗はつ

ものではありません。これから会長やガバナーに

きものであると言っておりました。何もしないで

なろうとする人は是非とも笑顔の練習をしておい

恐れをなすよりも、行って失敗してきて、その失

てください。

敗の原因を考えるよりも、なぜ失敗したか、もう

それから、ＲＩ会長代理の挨拶が大変良かった

一回行ってきなさいという感じで、新しい人が失

です。大分では大友宗麟、熊本では加藤清正の事

敗しても、また挑戦させるといったローソンの会

を話の中におりまぜて、よく勉強しているなと思

社の姿勢がみえてきました。
大変よい地区大会でした。

いました。

本田パストガバナーの『言霊』の中にも同じよ
斉藤順一会員
私は、
地区大会に初めて参加させて頂きました。
前日は長洲中学校の卒業式があり、ＰＴＡ会長と

うな事が書かれていました。
【景色を変えよう】
考えることは誰でもできます。
一歩踏み出して、

して挨拶をしまして、園会員の甥御さんの素晴し

初めて景色が変るのです。いかなることも、思っ

い挨拶もあり、夜は久々に美味しいお酒をたくさ

ているだけでは、それを現実のものとすることは

ん飲みすぎてしまい、地区大会の3分の2は寝てお

できません。そんなことは分かりきっています。

りました。すみません。

しかし、多くの人たちはそれができない。なぜか

会場でまず登録者のネームカードと、地区大会

というと、自分の責任で、新しいことをする勇気

がないからです。それは、「そんなことをしなく

【地区大会 各種表彰】

ても、今まで通りで何とかやれる」という思いが

岩井謙次会員

あるからです。自分は一歩も現状から出ようとし

（永年皆勤賞25年）

ないで、思いを実現した人をうらやんだり、「あ
んなことは俺だってやればできた」などと負け惜
しみを言ったりするのは見苦しいものです。それ

2011－2012年度

では、いつまで経っても、目の前の景色は変わり

ロータリー財団「毎年あなたも100ドルを」

ません。

クラブ
｢2億ドルのチャレンジ」感謝状
臼杵 確幹事

地区大会の前日から、会長幹事ガバナー補佐会
議やＲＩ会長代理の歓迎晩餐会もありましたので、

出席率向上実績優秀クラブ（7.80％）
会員増強数優秀クラブ（6名）
会員増強率優秀クラブ（22.2％）

２日間地区大会関連の行事に参加してまいりまし
た。私は、過去何回か参加したことがありました
が、今までは何となく参加していました。今回参

● 出席報告

加してみて、この大会を運営する人達が、如何に

佐々木正博委員長

第2245回（3月14日）

全身全霊をかけて地区大会を成功させようとして

会 員 総 数

いるかという気持ちが伝わってきました。いい経

（内出席免除）

験をさせて頂きました。まだ参加したことのない
会員は、ぜひ経験してみてください。

幡手一義会員
私は少し遅れて参加いたしました。ローソンの
新浪社長のお話はちょうど聞く事ができました。
その地区に必要とされない企業は消えてなくなる
んだ。という話を聞いて、私も肝に銘じてこれか

出

席

33名
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数

30名

（ 内 事 前 MU）

0名

欠

席

数
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席

率

９０．９１％

事前メークアップ
末宗為十会員、廣瀬辰彦会員（地区大会）
欠席者
新開洋一会員、砂山正則会員、宮本順二会員

らも頑張っていきたいと思います。
※出席率の更正
◎2月14日の出席率は1名のメークアップ
により84.85％→８７．８８％に更正
事後メークアップ
岩井謙次会員（宇佐八幡RC）
◎3月7日の出席率は2名のメークアップ
により90.91％→９６．９７％に更正
事後メークアップ
岩井謙次会員（宇佐2001RC）
地区大会参加会員（12 名）

藤林鋭司会員（地区大会）

石部会長、臼杵幹事、河村会員、斉藤会員
末宗会員、津々良会員、幡手会員、廣瀬会員
藤林会員、藤本会員、本庄会員、山井会員

閉会点鐘

新世代委員会

社会奉仕委員会

インターアクト例会

フラワーロード花壇草取り

3 月 14 日(木) 16 時～ 柳ヶ浦高校にて

3 月 15 日(金) 18 時～

卒業生４名へ記念品を贈呈しました
（出席 8 名）

（出席 12 名）
辛島会員、川端会員、是永会員、佐々木会員

磯永会員、斉藤会員、新開会員、津々良会員

住本会員、園会員、藤久保会員、藤林会員

藤本会員、藤久保会員、臼杵幹事、米澤委員長

宮丸会員、和田会員、臼杵幹事、松永委員長

大分第２グループＩＭ開催のご案内

2013～2014年度 国際ロータリー第2720地区
地区協議会開催のご案内

日時

4 月 6 日（土）13:30～16:00

日時 4月21日（日）10:00～16:30

場所

宇佐ホテルリバーサイド

場所 人吉カルチャーパレス

対象

第２グループ内全会員

講師

本田光曠パストガバナー

テーマ 「入りて学び、出でて奉仕せよ」

登録開始

13:30

開会・点鐘

・国家斉唱

人吉市下城本町1578-1
TEL：０９６６－２４－３３１１
出席義務者 次年度ガバナー補佐

【プログラム】
13:00

人吉市スポーツパレス

会長、幹事、各部門委員長
登録料 5,000円
「君が代」

申込期限 3月22日（金）

・ロータリーソング 「奉仕の理想」
・参加クラブ紹介
・ホストクラブ会長 挨拶
13:45

講演

15:30

質疑応答

15:45

木下研修委員長 挨拶

16:00

閉会・点鐘

発行 平成25年3月21日

