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＊４月のプログラム予定＊

＊本日のプログラム＊ （4月18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
佐藤憲三郎会員「よもやま話」
６．出席報告

第２２４９回例会

会 長

4日 親睦花見例会(宇佐2001RC合同)
18:30～ かんぽの郷宇佐
11日 内部卓話 住本憲彦会員
18日 内部卓話 佐藤憲三郎会員
25日 内部卓話 地区協議会報告

平成２５年

４月１１日

の記録

開会点鐘
ソ ン グ

我等の生業

ゲ ス ト

なし

ビジター

小拂勝則君（豊後高田RC）、田邉 隆君（宇佐八幡RC）

● 会長の時間

石部幸二会長

一、【人が集まる九ヶ条】

皆さんこんにちは。

① 人は人が集まる処へ集まる

先週土曜日IMが開催され、参加された会員の皆様お

② 人は快適な処へ集まる

疲れ様でした。若い会員の方の参加が少なかったのが

③ 人は噂になっている処へ集まる

少し寂しかったです。

④ 人は夢の見られる処へ集まる

本田直前ガバナーが「入りて学び、出でて奉仕せよ」

⑤ 人は良いもののある処へ集まる

を合言葉にということで講演しました。これは例会場

⑥ 人は満足の得られる処へ集まる

は修行の場であり、そこで学び、それを社会に出て、

⑦ 人は自分の為になる処へ集まる

活かす、奉仕する（もちろん自分の職業を通して）、

⑧ 人は感動を求めて集まる

ことがロータリーの精神である。

⑨ 人は心を求めて集まる

ＵＳＡ- ＯＩＴＡ
事務局

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/
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二、【本質を見抜く目を養う】

の力です。信じ念じる力が道のないところに道をつく

「観（かん）の目は強く、見（けん）の目は弱く」と

り、人を偉大な高みにまで押し上げていくのです。一

言ったのは宮本武蔵です。「現象の惑わされることな

流といわれるプロに共通した条件をあげると、それは

く、全体を観る目を養え」ということです。彼はこの

『神は努力する者に必ず報いると心から信じている』

訓練によって六十数回の戦いに勝利しました。物事の

ということである。不平や不満はそれにふさわしい現

本質を見抜かずして、
あらゆる事業は成り立ちません。

実しか呼び寄せないことを知り、感謝と報恩の心で生

あらゆる道は全うできません。多くの先達が本質を見

きようとします、それが“一流プロ”に共通した条件

抜くことの大事さを説くのは、
その為です。
ですから、

なのです。

私たちは本質を見抜く目を養わなければなりません。
一、目先に捉われず、長い目で見る。
二、物事の一面だけを見ないで、できるだけ多面的全

● 幹事報告

臼杵 確幹事

１．来信

体的に見る。
三、枝葉末節にこだわることなく、根本を見る。
我われは難しい問題にぶつかる度にこの心得を忘れて

1）ガバナー月信 ４月号；配布
2）麻生ガバナー補佐より「ＩＭ終了のお礼」；回覧

けんけんふくよう

はなりません。 拳 々 服 膺 したいものです。

3）(先週分)各セミナーの案内 ；回覧
①広報･IT ②職業奉仕 ③次年度会員増強

三、【成功さえも試練である】

２．例会変更

試練とは、一般的にいわれる苦難のことだけを指すの

宇佐八幡RC：4/12(金)→4/15(日)「杉乃井ホテル」

ではありません。人間にとって、成功さえ試練なので

に変更；姉妹・友好クラブとの３クラブ合同例会

す。仕事で大成功を収め、地位や名声、財産を獲得し

の為

た時、人はそれを見て、「なんと素晴らしい人生だろ

（その他クラブの詳細は事務局まで）

う」とうらやむことでしょう。ところが実は、それさ

別府RC、別府北RC、別府東RC、別府中央RC

えも天が与えた厳しい「試練」なのです。成功した結

津久見RC

果、地位に驕り、名声に酔い、財に溺れ、努力を怠る

３．週報受理

ようになっていくのか、それとも成功を糧に、さらに

中津中央RC、大分キャピタルRC、津久見RC

気高い目標を掲げ、謙虚に努力を重ねていくのかによ

別府RC、別府東RC、別府中央RC

って、その後の人生は、天と地ほどに変わってしまう
のです。天は成功という「試練」を人に与えることに
よって、その人を試しているのです。

４．理事会報告
なし
５．お知らせ
1）先週分の幹事報告も本日配布しています。

四、【人生とは言葉である】
日頃どういう言葉を口にしているのか。言葉で人生を
とらえ、世界をどう観ているのか。その言葉の量と質
が人物を決定し、それにふさわしい運命を招来するの
です。運命を拓く言葉の重さを私たちは知らなければ
なりません。「美しき言葉が美しき人をつくる」と、

2）社会奉仕委員会 本日例会終了後、天津小学校に
て図書寄贈を行います。13:50～
3）くにさきRC 30周年記念式典の案内を回覧中です。
希望者は登録用紙にご記入ください。
4）会費等の口座振替を4月25日に実施します。口座
残高のご確認をお願いいたします。

万葉の世より言われてきた日本語の美しさ。柿本人麻

①4-6月会費 ②花見例会会費(出席者)

呂は「しきしまのやまとの国は言霊のさきわふ国ぞま

③その他(個別に御案内します)

福（さき）くありこそ」と詠っています。

６．欠席連絡（MU済･IM）
是永潤一会員、末宗為十会員、藤林鋭司会員

五、【神は努力する者に必ず報いる】
最もよく奉仕するもの最もよく報われる
価値を見出す力。その価値を信じる力。これこそ信念

７．本日の当番
砂山正則会員、住本憲彦会員

● スマイルカード

● 委員会報告
◎社会奉仕委員会

松永忠昭委員長

本日例会終了後、天津小学校にて図書の贈呈式を行
います。お時間のある方はぜひご参加ください。

西中孝生委員長

石部幸二会長：先週の合同花見例会、ＩＭと参加され
た皆様大変お世話になりました。住本会員卓話よろ
しくお願いします。
臼杵 確幹事：西中親睦委員長、花見例会ではお世話

◎次年度幹事

本庄伸子会員

4月21日の人吉で開催の地区協議会へ参加予定の次
年度各委員長さんは、よろしくお願い致します。車の

になりました。
ＩＭ参加のみなさんおつかれ様です。
松永社会奉仕委員長本日は図書贈呈式よろしくお願
いします。

乗り合わせや出発時間等について調整中ですので、ご

砂山正則会員：住本会員の卓話を楽しみにしています。

希望があればお知らせください。

和田久継会員：職業奉仕の為早退します。申し訳あり
ません。
本庄伸子会員：早退します。

● 今月のお祝い

☺ニコニコ累計

【本人誕生日】

５４６，０００円

出口幸太郎会員：78才になります。お祝いありがとう
ございます。

● 内部卓話

廣瀬辰彦会員：先週の宇佐2001RCとの合同例会では、

「 ロープワーク」

岩井さんの声かけでお先に皆様から誕生祝いをして
頂きました。ありがとうございました。
山井辰夫会員：誕生日のお祝いありがとうございます。
【配偶者誕生日】
川端克弥会員：4月20日が嫁さんの誕生日になります。
お祝いありがとうございます。
宮本順二会員：お祝いありがとうございます。
【結婚記念日】
石部幸二会長：今月22日が結婚記念日です。ようやっ
と23年目になります。
妻の忍耐に感謝しております。
松永忠昭会員：早くも24年目です。毎日奥さんに感謝
しています。

住本憲彦会員
約２年ぶりの卓話です。前回の
卓話でも色々とご紹介しましたが、
本日は人命救助に関わるものを覚
えて帰っていただきたいと思いま
す。実際にロープを持ってきまし
たので、皆様もぜひ一緒にやって
みてください。
◆もやい結び

ロープワークの達人
http://www1.ocn.ne.jp/~tatsujin/ropework/

概要

ロープの端に固定した輪を作る結び

特徴

・輪の大きさが変わらない
・強度が高い
・ロープの太さに関わらず結びやすく、
解きやすい
・比較的簡単に結べる
・非常に幅広い用途に用いられる

強度

★★★★★

実用度 ★★★★★
結び易さ ★★★
解き易さ ★★★★★
コメント ・解き方はコツをつかめば簡単
・キャンプのテント設営時に、この結び
方を用いると便利
・物の上げ下げや吊ったりする場合にも
効果的な結び

・練習すれば片手でも結べる
・人命救助などにも使われるので、覚えて
おきたい
完成図

● 出席報告

佐々木正博委員長

第2249回（4月11日）
会 員 総 数
（内出席免除）
出

結び方

席

数

34名
0名
33名

（ 内 事 前 MU）

4名

欠

席

数

1名

出

席

率

９７．０６％

事前メークアップ
岩井謙次会員、是永潤一会員、末宗為十会員
藤林鋭司会員
（以上4名 ＩＭ）
欠席者 新開洋一会員
※出席率の更正

◆８字結び
概要

ロープにコブを作る結び

特徴

・止め結びより大きいコブを作れる
・比較的解き易い

強度

★★★★

実用度 ★★★★
結び易さ ★★★★★

◎3月28日の出席率は3名のメークアップ
により82.35％→９１．１８％に更正
事後メークアップ
本庄伸子会員（ＩＭ）
辛島光司会員、米澤哲也会員（天津小図書寄贈）
◎4月4日の出席率は3名のメークアップ
により79.41％→８８．２４％に更正
事後メークアップ （天津小図書寄贈）
川端克弥会員、竹田豊会員、山上明宣会員

解き易さ ★★★
コメント ・切断したロープの端からよりが戻った
り、素線が解けるのを防ぐ
・人命救助ロープにコブを作るときにも
使用される

社会奉仕委員会 図書寄贈事業 贈呈式
4月11日 14時～ 天津小学校にて

完成図

結び方
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