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＊５月のプログラム予定＊

＊本日のプログラム＊ （5月9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 米澤哲也会員
「スービックRCを迎えるにあたって」
６．出席報告

第２２５１回例会

会 長

2日 休会
9日 内部卓話 米澤哲也会員
「スービックRCを迎えるにあたって」
19日 3カ国合同例会 18:00～かんぽの郷宇佐
23日 職場訪問例会 (株)クリエーションエネルギー
30日 内部卓話 本庄伸子会員「石見銀山の散策」

平成２５年

４月２５日

の記録

開会点鐘
 ソ ン グ

それでこそロータリー

 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。先週の人吉での地区協議会に参

ももう少し知恵を絞るとよいのではと思った次第です。

加された皆様、大変お疲れ様でした。行きはあいにく

藤本年度の最初の行事ということで、次年度へ向け

の雨でしたが、当日は晴れて天候にも恵まれ良い勉強

た準備がもう始まっています。
また5月から藤本年度の

ができたことと思います。また藤本会長エレクトの案

準備委員会が始まりますが、皆様今年度同様にご協力

内で人吉の夜を満喫できたことを感謝申し上げます。

の程よろしくお願いします。

びっくりしたのはタクシー料金が初乗り320円で、
う

さて、地区協議会ですが、午後からは財団の部会に

そでしょうと思ったら、270円のタクシーもありました。

参加してきました。
次年度から未来の夢計画が始まり、

スナックも料金が安く、繁華街には若者がたくさんい

地区補助金にたくさんのクラブから約500万の補助金

て、人口3万程度ですが町に活気がありました。四日市

に1300万の申請があり、嬉しい悲鳴をあげているとの
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ことです。当クラブからもフィリピン支援に総額50万
のプロジェクトで半額の25万の申請をしていますが、

● 委員会報告
◎国際奉仕委員会

辛島光司委員長

申請が多いので減額をされる可能性が高いです。年次

本日、３クラブ合同例会の日程についてお配りさせ

寄付につきましては当クラブは全会員が100ドルを寄

て頂きました。多くの方のご参加をお願い致します。

付しています。
このようなクラブは2720地区では5クラ

また、お気づきの点がございましたら、会長、幹事、

ブしかありません。しかしまったく行っていないクラ

私の方までご連絡のほど宜しくお願いします。

ブもあり頭を痛めているようです。2720地区は寄付額
が全国でワースト7位くらいですので、
財団の委員長か

●スービックRC歓迎会＆家族親睦会

5月17日(金) 18:30～ 米沢観光園

ら次年度はひとり当たり150ドルを目標にして下さい
との要請がありましたのでまたご協力の程よろしくお

●３クラブ（３カ国）合同例会・懇親会

5月19日(日) 18:00～ かんぽの郷宇佐

願いします。
◎次年度幹事
● 幹事報告

臼杵 確幹事

１．来信
1）ロータリーの友 ５月号；配布

本庄伸子会員

次年度の地区大会が3/14、3/15に人吉で開催されま
す。出席人数を確認したいという事で皆様にアンケー
トをお配りしておりますので、ご記入を宜しくお願い
します。

2）ＲＩより「国際大会信任状」
3）赤山ガバナーエレクトより ３点
①地区協議会参加御礼；回覧
②次年度地区運営資金等の上げについて；回覧
③会長エレクト写真送付について
２．例会変更

● スマイルカード

西中孝生委員長

石部幸二会長：地区協議会では藤本会長エレクトに大
変お世話になりました。また参加された皆様大変お
疲れ様でした。

中津平成RC：①5/2(木)は休会 ②5/30(木)→6/2(日)

臼杵 確幹事：先日の地区協議会では、参加された皆

香々地青少年の家キャンプ場に変更；地引き網青

さんおつかれ様でした。藤本次年度会長ありがとう

少年事業の為

ございました。

３．週報受理
なし
４．理事会報告
なし
５．お知らせ
1）本日例会終了後、定例理事会を開催致します。
役員・理事の方はお残り下さい。
2）セミナーの案内を回覧中です。（本日まで）

藤本博和会員：地区協議会の出席大変おつかれさまで
した。
河村正一会員：地区協議会で皆様方にお世話になりま
した。藤本会長エレクトには特にお世話になりまし
た。
山井辰夫会員：地区協議会では石部会長、
藤本副会長、
同行の皆さんお世話になりました。
末宗為十会員：先日の地区協議会では、藤本副会長は

①職業奉仕セミナー(5/25･土)

じめ出席された会員の皆様には大変お世話になりま

②次年度会員増強セミナー(5/31･金)

した。

3）くにさきRC 30周年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。(本日まで)
4）次週5月2日(木)の例会は、休会です。
６．欠席連絡
砂山正則会員、松永忠昭会員、宮丸龍昭会員
７．本日の当番
津々良洋一会員、出口幸太郎会員

津々良洋一会員：地区協議会では藤本会長エレクト及
び参加の皆様にお世話になりました
是永潤一会員：地区協議会では、参加の皆様たいへん
お世話になりました。
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

５７０，０００円

● 内部卓話

「 地区協議会報告」
■藤本博和会長エレクト

活気づく源泉は、幹事の行動次第である。
第七、幹事は、ロータリーの宣伝カーであれ。クラブ
の代表者の一人である。

地区協議会では、参加した皆様に本

第八、幹事は、ロータリーの清涼剤である。

当にお世話になりました。ありがとう

第九、幹事は、ロータリーの防腐剤である。

ございました。

第十、幹事は、この一年間、ロータリーの囚人である。

先程会長が、当日雨の中ゴルフをし
た人がいるとおっしゃっていましたが、それは私の事

この一年間だけはクラブに捧げてくださいとい
う事です。

です。地区協議会の段取りもあるのにある先輩にゴル
フに誘われ、どうしてそんな事を言うのかとも思いま

■次年度職業奉仕 是永潤一委員長

したが、今回初めて一緒に回るメンバーもいて、楽し

午前中は、全体会議でした。午後か

んできました。ゴルフをしながら先輩達がおっしゃっ

らは、専門部会という事でした。全体

てくださる言葉が胸に刺さって凄く勉強になりました。

会議の中で、勉強になった事がござい

地区協議会でも先輩方の話を聞いて、私の知らない

ます。
ロータリーが100年以上続いてい

ロータリーの世界を知ることができ、また新しいロー

る訳。現在退会者が増えていて危機に瀕している中で

タリーのおもしろさが見えてきました。勉強してきた

のロータリーの魅力について。
親睦のあり方について。

いろいろな事を自分なりにメモを取ってきましたので、

一業種一会員について。会員同士お互い助け合い、週

これを改めて読み返してみて、本庄幹事や各委員長さ

一回の例会に出席する事。例会の最初の30分は食事・

んはじめ会員の皆様に助けて頂きながら、７月からの

親睦の時間、そして残りの30分は奉仕の時間である。

会長年度を迎えられるよう準備をしていきたいと思い

ロータリーを語る時、しっかりとしたポリシーがあっ

ます。

て100年以上の歴史があること。そして、色々なルール

参加して素直にありがとうと感じた地区協議会でし

があるので、皆さん楽しんでいってほしいというお話

た。

でした。

■本庄伸子次年度幹事

■次年度社会奉仕 山井辰夫委員長

今回次年度幹事として、地区協議会

ロータリーの誕生については、ロー

に参加してまいりました。ガバナー補

タリーの友にも掲載されていて『商業

佐、会長、幹事の人達と一緒の部会で

悪徳の欠如が目につくようになった風

した。幹事についてみっちり仕込まれ

潮に堪えかね、仕事上の付き合いがそ

るのかなと思っていましたが、大まかな事だけでした

のまま新友関係にまで発展するような仲間を増やした

ので、自分で勉強するしかないなと思いました。

い、という趣旨で･･･』とありますが、今回の地区協議

『幹事の心得10ヶ条』というものを頂きましたので

会では、“ポール・ハリスは何故ロータリーを作った

ご紹介します。

か”について、ひと言「寂しかったから」という話が

第一、幹事は、クラブの肝心要である。そのクラブが

ありました。私はこちらの方が合うのではないかと感

よいか悪いかは幹事次第である。
第二、幹事は、会長の女房である。
第三、幹事は、クラブの書記である。事務方、秘書で
ある。

じました。
もう一つは「奉仕する人を育て作っていくのがロー
タリーである」という事です。これは「ロータリーは
お互い助け合って、よい人間を作る所である」という

第四、幹事は、クラブのスチュワーデス、スチュワー

本田ＰＧの言葉にもありました。では、人間がよくな

ドである。飛行機の中のように皆様に気を配ら

ったら商売がうまくいくのかと考える人がいると思い

なければならない。

ますけど、磯永大先輩や広瀬先輩を見ていると、今も

第五、幹事は、ロータリーの博士である。

なお、ロータリーで自分を高めていらっしゃる。幾つ

第六、幹事は、ロータリーの演出家である。クラブが

なっても学び、
出来ることがあるのだなと思いました。

■次年度会員増強 末宗為十委員長

● 出席報告

地区協議会では、2680地区深川パス
トガバナーの基調講演で「基本的ルー
ルを守ること」そのためには「時間を
守る、約束を守る」ことが一番だと言
っていたのが頭に残りました。
その後、会員増強部会に出席したのですが、会員全
員が集まりじっと待っているのに、委員長がいつまで
たっても始めません。どうして始めないのかなと思っ
ていたら、あるパストガバナーが来るのを待っている
と言うんです。基調講演で「時間を守ることが大事」
と聞いたばかりだったので面白いなと思いました。
■次年度地区委員 河村正一会員
今回の地区協議会へは地区の資金運

出口幸太郎副委員長

第2251回（4月25日）
会 員 総 数

34名

（内出席免除 ）
出

席

0名

数

29名

（ 内 事 前 M U）

5名

欠

席

数

5名

出

席

率

８５．２９％

事前メークアップ
佐々木正博会員（天津小図書寄贈）
斉藤順一会員、廣瀬辰彦会員、藤久保茂己会員
藤林鋭司会員 （4名 地区協議会）
欠席者
砂山正則会員、松永忠昭会員、宮丸龍昭会員
宮本順二会員、米澤哲也会員

営委員会の委員として出席させて頂ま

※出席率の更正

した。2720地区は財団寄付金において

◎4月11日の出席率は1名のメークアップ

今現在ワースト7の内におります。
です
から、年間100ドルではなくて、150ドルにしてもらい

により97.06％→１００％に更正
事後メークアップ

たいと地区協議会のお話の中でありましたので、宜し

新開洋一会員（宇佐2001RC）

くお願いします。

◎4月18日の出席率は1名のメークアップ
により85.29％→８８．２４％に更正

■次年度ｸﾗﾌﾞ研修ﾘｰﾀﾞｰ 幡手一義会員
(奉仕プロジェクト部会出席)

事後メークアップ
是永潤一会員（地区協議会）

藤本次年度会長、色々とありがとう
ございました。おかげさまで楽しい旅
行も兼ねた地区協議会になりました。
宿泊したのもいいホテルでしたし、食事をした場所も
川のそばで、本当に環境のいい所でした。人吉という
所は山の中に町がありまして、
タクシーの初乗りが230
円というのがあり、びっくりしました。町自体が活性
化しようという感じがひしひしと感じました。
協議会の内容については、皆さんが先に色々と報告
してくれた通りです。時間も少なくなりましたのでこ
れで私の報告と致します。
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