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６月はロータリー親睦活動月間
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＊６月のプログラム予定＊

＊本日のプログラム＊ （6月20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 磯永喜八郎会員
６．出席報告

6日 外部卓話 西 妙子氏（臨床心理療法士）
「臨床心理カウンセラーの仕事とは」
13日 内部卓話 岩井謙次会員「ロータリー情報」
20日 内部卓話 磯永喜八郎会員
27日 クラブ協議会（石部年度最終例会）
18:30～ かんぽの郷宇佐

第２２５７回例会

平成２５年

６月１３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

中園為久君(豊後高田RC)、采原 弘君(宇佐八幡RC)

● 会長の時間

石部幸二会長

皆さんこんにちは。

管から垂れてくる泡盛が受壷に落ちる時、泡が盛り

台風３号が発生して、関東方面へ進んでいますが、

上がる状態を見て「泡盛る」となり、転じて『泡盛』

先週仕事をさぼって沖縄に行ってきました。天気予

となった。 というものである。そのなかで古酒（ク

報は雨でしたが、晴れ男がいたのでしょうか？３日

ース）：3年以上貯蔵したものを言う。ちなみに1987

間ともに良い天候に恵まれました。沖縄といえば青

年産の古酒をいただきましたが、
一杯8700円でした。

い海、琉球料理、泡盛です。

非常にまろやかでおいしかったです。

泡盛（あわもり）は、主としてタイ米を原料とし

（気になった料理）

て黒麹菌（アワモリコウジカビ）を用いた米麹であ

とうふよう：島豆腐（ちょっと硬めの豆腐）を麹と

る黒麹によって発酵させ、もろみを蒸留した琉球諸

泡盛で発酵させたもの、お世辞にも良いにおいとは

島産の蒸留酒である。『泡盛』の由来 蒸留の際、導

言えない、やわらかいチーズっぽい
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うみぶどう：ぷちぷちしている、かむと粘り気がで
てくるが味はほとんどない

◎社会奉仕委員会

松永忠昭委員長

6月9日にUSAフラワーロード花いっぱい運動で、宇

アグー豚：絶滅寸前だった固有種であるが、いまや
高級ブランド豚になっている。脂がさっぱりしてい
る、しつこくない
ゴーヤチャンプルー：ゴーヤと島豆腐を炒めた定番

佐市長より感謝状を頂きましたのでご披露致します。
また6月15日(土)朝6時30分より、今年度最後の花
壇の手入れを行いますので、ご協力よろしくお願い
します。

料理
ソーキそば：ソーキとは沖縄で一般的に豚のあばら
す

肉のことを指す。ソーキとは梳きの訛りで、（梳き
櫛がソーキ、）豚の肋骨が櫛に似た形状であったた
め、
あばら肉もソーキと呼びならわすようになった。
それが入った沖縄そばのことをソーキそばという。
麺はラーメンよりうどんに近い、スープはカツオや
● 今月のお祝い
昆布の和風だしで二日酔いの胃には優しい麺でした。
最後の日は世界遺産となっています首里城を見学
【本人誕生日】
して来ました。
斉藤順一会員：誕生日のお祝いありがとうございます。
【結婚記念日】
和田久継会員：結婚記念日御祝ありがとうございま
● 幹事報告

本庄伸子副幹事

す。多分31回目だと思います。

１．来信
1）ガバナー月信 ６月号；配布
2）ＲＩ日本事務局より「クラブメールアドレスの
登録について」；回覧
２．例会変更

なし

３．週報受理
くにさきRC、杵築RC、中津RC、津久見RC
大分キャピタルRC
４．理事会報告

● スマイルカード

なし

５．お知らせ

西中孝生委員長

中園為久君(豊後高田RC)：12年ぶりのメークアップ

1）最終例会(6/27)の出欠を回覧致します。
2）6月15日(土) 朝6時30分より、フラワーロード
花壇の整備をおこないます。

です。今後ともよろしくお願い致します。
石部幸二会長：①先週沖縄に行って来ました。幸い
天候に恵まれ良い旅ができました。②岩井会員卓

3）会費等の徴収を6月25日に口座振替にて実施し
ます。口座残高のご確認をお願い致します。

話楽しみにしています。
岩井謙次会員：①久しぶりのロータリー情報兼卓話

６．欠席連絡

をさせて頂きます。②藤本君のホールインワンコ

臼杵 確会員、是永潤一会員、砂山正則会員

ンペで宝くじが当たりました。③6/10に長洲、和

住本憲彦会員、宮丸龍昭会員、米澤哲也会員

間の両校の小学生の体験麦刈りをしました。

７．本日の当番

佐藤憲三郎会員：岩井先輩、何の話かわかりません

松永忠昭会員、山井辰夫会員

が期待しております。
末宗為十会員：藤林会員、河村会員先日は大変お世
話になりました。

● 委員会報告
◎次年度新世代委員会

岩井会員卓話たのしみに出席

しました。よろしく。
斉藤順一委員長

斉藤順一会員：先日、次年度インターアクト研修会

本日例会終了後に、次年度の委員会を開催致しま

に次年度会長参加ありがとうございました。又、

すので、委員の方はお残りください。

本日例会終了後に次年度新世代委員会を行います

ので、メンバーの方出席よろしくお願いします。

ータリークラブ独自のものであるということも認識

幡手一義会員：明日で麦刈りが終ります。昔から農

いただきたい。世界のロータリーの流れから大きく

家では麦を作るとき雨が多いと、麦を刈る時は天

はみ出てはいけませんが、当クラブにも定款細則が

候が良いと言われています。

ありますし、それに従いながら、独立性のある組織

本庄伸子会員：今日は例会後の委員会よろしくお願
いします。

ニコニコ累計

運営をしても構いませんよ。という考え方だと思い
ます。

６５０，０００円

・クラブ運営～理事及び役員
クラブ役員とは、会長、会長エレクト（当クラブ
では副会長と兼任）、幹事、会計及び会場監督（SAA）
をいい、年次総会において選挙されます。

● 内部卓話

この中でSAAについてですが、例会時間の60分間

「 ロータリー情報」
岩井謙次会員
今年度ロータリー情報委員長とし
てあまり活動できませんでしたので、
本日は卓話の時間をいただいて、ロ
ータリーの基本的な部分（宇佐ロー
タリークラブの会員として最低限覚
えていただい事）を勉強し直してみたいと思います。

は、全会員（会長でも幹事でも）がSAAの下に進め
られます。例えば話が長い会員にストップをかける
こともできます。SAAとは偉いということではなく、
例会が秩序正しく運営され、又、親睦ムードを作る
ように工夫運営し、例会場の気品を保つ等の規律を
厳守する責任があるということです。

・ロータリーの特色と定義

私はロータリー歴26年目になりますが、まだロータ

ロータリークラブは奉仕する団体ではなく、奉仕

リーについて知らないこともあります。皆さんにお

を志これを実践しようとする人々の集まりである。

配りした冊子『ようこそロータリーへ（入会のしお

（廣瀬会員より解釈）―――――――――――――

り）』は、情報提供を廣瀬会員、作成を津々良会員

もちろんクラブで奉仕活動もしますが、それは会

に担当して頂き、当クラブに入会した新会員向けの

員に対して奉仕活動はこういう風にするんですよ、

資料です。すべて分かっている方もいらっしゃると

というひとつの姿勢を教育するということで、それ

思いますが、この資料を見ながら進めてまいります。

を継承した会員一人一人が自分の職業を通じて地域

＜斜体部分は引用＞

■ロータリーとは

社会に貢献する奉仕をしなさい、というロータリー
の元々の教えだと思います。――――――――――

「ロータリーは、基本的には一つの人生哲学であり、

ロータリーではクラブとしての団体行動よりもロ

それは利己的な欲求と義務及びこれに伴う他人のた

ータリアンの個人的な行動に重点がおかれています。

めに奉仕したいという感情とのあいだにつねに存在

クラブ活動の中で個人啓発を行い、奉仕の意義と仕

する矛盾を和らげようとするものである。この哲学

方を学んだロータリアン一人ひとりが、自分の職業

は奉仕－「超我の奉仕」－の哲学であり、「最もよ

を通じて地域社会に貢献し、さらにその影響を次第

く奉仕する者、最も多く報いられる」という実践倫

に周囲に及ぼして国際間の理解と親善と平和を推薦

理の原理に基づくものである。」

することを目的としています。

これがロータリーの基本的な理念と考えていただ

いわゆるロータリーは地域社会から始まって、ク

ければいいのではないかと思います。要するに、奉

ラブ→2720地区→日本→世界へ広がっているという

仕団体とよく言われるのですが、それを超えたとこ

ことをご認識いただければと思います。

ろでロータリーはやっていかなければならないとい
うことだろうと思います。

・組織について
ロータリーは単位クラブとその集団である国際ロ
ータリーから成り立っている・・・・
国際ロータリーという言葉を使いますが、宇佐ロ

■ロータリーの奉仕について
クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕の四
大奉仕に、現在は新世代奉仕が加わって五大奉仕と
なっています。
以前当クラブでは、親睦委員長等他の委員長を経
験してからでなければ、四大奉仕委員長にはなれま

せんでした。理由は、この四つの委員長はクラブを

いわゆるロータリーは親睦に始まって、親睦に親

支えていく役目を担っていくのですから、他の委員

睦に･･･という言葉も昔からありますが、
心がける大

長で多少ロータリーを勉強し理解してからのほうが、

事なことは、「親睦」「修練」「奉仕」の３つです。

四大奉仕委員長をする時に楽になりますよというこ

あとはもう一度このしおりを読み直していただい

とです。近年はクラブ奉仕部門の委員長の経験がな

て、当クラブのあり方を勉強しながら、世界のロー

いまま、四大奉仕委員長となる場合もありますが、

タリークラブはどうなのかということを考えてみて

このことについて廣瀬会員どうお考えですか。

ください。

（廣瀬会員より）
――――――――――――――――

私どものクラブはありがたいことに、北は西全州

ロータリークラブは人材育成の場です。現在は新

RC、南はモリアルタRCと、地球にサザンクロスで

世代を入れて五大奉仕ですが、この委員長になりま

世界のロータリークラブとつながっています。次年

すと当然理事を兼任することになるわけですから、

度は我々がオーストラリアへ行って調印式を行う年

クラブ奉仕委員会の雑誌会報等いろいろな委員長を

度です。毎年必ず姉妹クラブか友好クラブとの国際

経験して、そのあとに理事、理事を経験した人が幹

的なイベントがあるという事になります。

事、というように順番を追っていき、最後に会長と

ということで、ぜひ来年の会員増強のためも新し

いうのがクラブの本来の人材育成の仕方です。今は

い会員を迎える時には、“これを見るとうちのクラ

いきなり抜てきされることもあるようですが、逆に

ブの事がわかりますから勉強してください”とこの

言えば人材が豊富ですぐに出来る人がいるとういこ

しおりを差し上げてください。

とでしょう。―――――――――――――――――

ただ厳しいことも書いていま
す。この厳しさがロータリー

廣瀬会員ありがとうございます。
クラブの運営は、

の哲学だということも一緒に

会長を中心に多くは理事会で決まっていくものです

お教えしてください。私も改

から、（今後継続するかは別として）やはりその理

めて読んでみて勉強になりま

事の中に経験豊富な方がいると良いと思います。

した。

■ロータリークラブにおけるあなたの義務
例会出席の義務会員はクラブ例会に出席しなけれ

● 出席報告

ばならない。

佐々木正博委員長

第2257回（6月13日）

＜出席規定＞

会 員 総 数

会員が本クラブの例会に出席したものとみなされ

（内出席免除 ）

るには、例会に充当された時間の少なくとも60％に

出

出席するか、又はメークアップしなければならない。

席

数

34名
0名
26名

（ 内 事 前 M U）

2名

に出席していなければ例会出席とは認められない

欠

席

数

8名

（36分ルールともいいます）。堅苦しいかもしれま

出

席

率

７６．４７％

これが一番重要なことです。60分間の例会うち60%

せんが、ニコニコだけ置いて“職業奉仕のため早退
します”というのは本来、出席として認められませ
んのでお知り置きください。
欠席した時はメークアップできます。私は出張が
多いのでよく県外のクラブへもメークアップします。
先日も熊本北RCに行ってきました。遠方のクラブへ
はメークアップしづらいという話も聞きますが、よ
そのクラブの例会に参加してみることで、違った角
度からロータリーの色々なやり方をみる事もできま
すので、
皆さんも機会があれば行ってみてください。

事前メークアップ
臼杵会員(くにさきRC30周年)、米澤会員(IA連絡協議会)
欠席者
小野田会員、川端会員、河村会員、是永会員
砂山会員、住本会員、園会員、宮丸会員
※出席率の更正
◎5月30日の出席率は3名のメークアップ
により85.29％→９４．１２％に更正
事後メークアップ
新開会員、住本会員、西中会員
（以上3名 フラワーロード整備）
閉会点鐘 発行 平成25年6月20日

