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＊５月のプログラム予定＊

＊本日のプログラム＊ （5月19日）
３カ国合同例会 18:00～ かんぽの郷宇佐
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．出席報告
６．懇親会

第２２５２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

５月

９日

の記録

開会点鐘
 ソ ン グ

君が代、我等の生業

 ゲ ス ト

なし

 ビジター

桐田実千代君（宇佐2001RC）

● 会長の時間

石部幸二会長

皆さんこんにちは。まだ連休ボケから抜け出せてい
ない感じがします。

います。大変お世話になりました。
ピーターより愛する宇佐ロータリーの皆様によろし

モリアルタのピーターがツールド国東に出場するた

くお伝えくださいとのことでした。川端会員の流暢な

め、5月2日に来日しました。5月4日有志で翔山にて食

通訳ですばらしい国際交流ができたと思います。宮丸

事会を開催しました。連休中にも関わらず、9名の参加

会員は2次会からの参加お疲れ様でした。

があり出席された皆様お世話になりました。

今月は11日に広報・IT、25日に職業奉仕、31日に会

ピーターと一緒に来日したのはサイクリング仲間で

員増強のセミナーが開催され、また17日からフィリピ

ロータリアンではない友人7名、ベジタリアンが3名い

ンが来ますのでお忙しいところ大変だと思いますが、

ましたので、山上会員にはメニューに苦慮されたと思

ご協力の程よろしくお願いします。
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● 幹事報告

臼杵 確幹事

１．来信

西中孝生会員、宮丸龍昭会員、宮本順二会員
和田久継会員

1）地区インターアクト委員長より
「インターアクトクラブ次期会長・幹事研修会」

７．本日の当番
幡手一義会員、廣瀬辰彦会員

及び「大分県インターアクト連絡協議会」開催に
ついて【6月8日(土) 9:30受付 10:00～15:15
豊泉荘（別府市）にて】
→今年度次年度担当委員長へ。登録申込 5/25迄
2）別府ロータリークラブより「創立60周年史」
２．例会変更

● 委員会報告
◎国際奉仕委員会

川端克弥会員

本日、辛島委員長と藤林副委員長が欠席の為、代わ
りに私がご連絡申し上げます。

宇佐八幡RC：5/10(金)→5/12(日)に変更；家族親睦
旅行の為

来週17日にフィリピンからスービックRCの方達が
宇佐にいらっしゃいます。19日には、モリアルタRCの

宇佐2001RC：①5/15(水) 12:30～「九州総合スポー

2名も一緒に、
３ヶ国合同例会をかんぽの郷宇佐にて開

ツカレッジ」に変更；職場訪問例会の為

催します。先ほど臼杵幹事からもありましたが、多数

②5/29(水)は休会

のご参加をよろしくお願いいたします。

・その他クラブの変更確認は事務局まで
津久見RC、大分東RC、大分中央RC、大分南RC

◎社会奉仕委員会

松永忠昭委員長

大分臨海RC

今週末11日(土)の朝6時30分より、フラワーロードの

３．週報受理

花壇整備を行いたいので、ご協力をよろしくお願いい

宇佐八幡RC、宇佐2001RC、津久見RC
４．理事会報告

たします。それから続けて、25日(土)の朝6時30からは
メルクス宇佐横の桜並木の草刈りを行いたいと思いま

1）5月のプログラムについて承認致しました。

すので、たくさんの参加をよろしくお願いします。

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」
16→19日(日)に例会変更

◎次年度幹事

本庄伸子会員

本日、
次年度の委員会名簿をお配りしていますので、
ご覧になって下さい。
次年度の委員長会議を5月中旬以

3クラブ(3ヶ国)合同例会・懇親会

降から6月中旬ぐらいにかけて開催したいと思います

18:00～ かんぽの郷宇佐にて

ので、よろしくお願いいたします。

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」
2）今年度の親睦旅行について
スービックRC・モリアルタRC来訪の時期と重な
る為、5/19の歓迎会と兼ねて「家族親睦会」とする。
（旅行は実施しない）
５．お知らせ

【本人誕生日】
佐藤憲三郎会員：またひとつ年をとりました。高齢者
です。いたわって下さい。
【配偶者誕生日】
是永潤一会員：妻の誕生月です。お祝いありがとうご
ざいます。

1）出欠の回覧中です。ご確認お願いいたします。
①5/17(金) スービックRC歓迎会 及 家族親睦会
②5/19(日)

● 今月のお祝い

3クラブ(3ヶ国)合同例会・懇親会

2）
4/25に実施の口座振替の領収証を配布しています。
６．欠席連絡
辛島光司会員、住本憲彦会員、園 浩幸会員

斉藤順一会員：妻の誕生お祝いありがとうございます。
【結婚記念日】
廣瀬辰彦会員：5月10日が結婚記念日です。明日一緒に
食事をする約束をしています。
砂山正則会員：結婚記念日のお祝いありがとうござい
ます。（藤本会員様、ホールインワンおめでとう!!

2回、3回やっても結構です。頑張って!!）
津々良洋一会員：結婚記念日お祝いありがとうござい

● 内部卓話

「 スービックRCを迎えるにあたって」

ます。

米澤哲也会員

斉藤順一会員：1年に1回の記念日、もう何年目かな...
良く続いています。ありがとうございます。

皆さんこんにちは。本日はお時間
を頂きまして、スービックロータリ
ークラブの訪問について、お話した

おめでとう
ございます

いと思います。
当クラブとスービックロータリー
クラブとの出会いは、皆さんご存知のように、今年度
実施したマッチンググラント事業がきっかけです。日
本人助産師の冨田江里子さんが開設しボランティアで
運営しているフィリピンのクリニックへ、患者搬送用
緊急車両の贈呈をするのに、マッチンググラントのパ
ートナーとなる現地のロータリークラブ探しが必要と
なりました。石部会長と相談しながら、最初はインタ
ーネットで探してみました。５クラブほどの候補が見
つかりまして、その中に一つ女性だけのクラブがあり
ました。そのクラブは女性と子供を中心に支援活動し
ているクラブでしたので、まず連絡を取ってみたので
すが「そういう事なら、うちのクラブよりもスービッ
クＲＣへ連絡をしてください」と紹介され、スービッ
クＲＣに電話をすることになりました。その時、最初
にお話ししたのが、今回日本に来るバーニーという会
員さんです。それからはバーニーが窓口になって色々

● スマイルカード

是永潤一副委員長

とやってくれました。まず、昨年の5月に石部会長、藤
本副会長と私の3名で現地調査を兼ねてスービックを

石部幸二会長：私の年度も残り２ヶ月となりました。

訪問し、クラブの他のメンバーともお会いして、マッ

出席率90％以上達成よろしくお願いします。米澤会

チンググラントの申請に必要な書類にサインをしても

員卓話よろしくお願いします。

らったり、打合せをしてきました。そこで意外だった

臼杵 確幹事：先日のピーター氏来日時には、4日の食

のが、冨田さんが「現地のロータリークラブはあまり

事会にご参加いただきありがとうございました。是

信用できない」と言い出したことです。冨田さん自身

永社長お気遣いありがとうございました。
米澤会員、

が過去に他のロータリークラブと色々あって、うまく

本日の卓話でスービックのこと色々教えて下さい。

いかなかったご経験があるようでした。しかしスービ

藤本博和会員：哲也さん卓話よろしくお願いします。

ックＲＣでは、担当者のバーニーもとても良く動いて

ホールインワンコンペに奮ってご参加お願いします。

くれ、
結果11月には津々良会員を入れた4名で現地を再

変更OKです。

訪問し、無事に車両贈呈式をして事業を終了すること

山井辰夫会員：三代目、ルイスが来ました。かわいい
ですよ。

ができました。
一緒にマッチンググラントをしたクラブの皆さんと

佐々木正博会員：お世話になります。

交流を深めたいということで、
今回6名が来日予定です。

小野田義文会員：早退させて頂きます。

スービックの会員に初めて会う方が多いと思いますの

ニコニコ累計

５８２，０００円

で、来日するメンバーの顔写真と名前を印刷した資料
を作成してきました。17日の歓迎会、19日の例会では、
宇佐クラブ一同で是非温かく迎えてください。

● 出席報告

佐々木正博委員長

第2252回（5月9日）
会 員 総 数

出

席

フラワーロード花壇草取り
34名

（内出席免除 ）

社会奉仕委員会
5月11日(土) 朝6時30分～

0名

数

25名

（ 内 事 前 M U）

2名

欠

席

数

9名

出

席

率

７３．５３％

事前メークアップ
河村正一会員、末宗為十会員
（2名 地区協議会）
欠席者
磯永喜八郎会員、辛島光司会員、新開洋一会員
住本憲彦会員、園 浩幸会員、西中孝生会員
宮丸龍昭会員、宮本順二会員、和田久継会員
※出席率の更正
◎4月18日の出席率は2名のメークアップ

（出席16名）
石部会長、臼杵幹事、河村会員、佐藤会員
末宗会員、砂山会員、住本会員、津々良会員
幡手会員、廣瀬会員、藤久保会員、藤林会員
藤本会員、山井会員、和田会員、松永委員長

により88.24％→９４．１２％に更正
事後メークアップ
岩井謙次会員（宇佐八幡RC）
米澤哲也会員（スービックRC）

＜予告＞ 桜並 木の草刈り
5月25日(土) 朝6時30分～

～モリアルタロータリークラブの
ピーター・マイヤー会員と会食～
（5月4日 翔山にて）
ピーター他友人７名と
当クラブ有志９名が参加

昨年9月の観月例会以来
の再会を楽しみました。
5月19日には、恵美子・マ
イヤー会員とダイアナ・
ポッター会員が来日し
て、スービックRCの皆さ
んも一緒に３カ国（日本、
フィリピン、オーストラ
リア）合同例会です。

国際交流を
深めましょう！
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