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６月はロータリー親睦活動月間
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＊７月のプログラム予定＊

＊本日のプログラム＊ （6月27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．出席報告

4日 藤本博和会長・本庄伸子幹事 年度方針発表
11日 外部卓話 冨田江里子氏（フィリピン.スービック）
18日 五大奉仕委員長 年度方針発表
25日 内部卓話 藤本博和会長、河村正一会員
「国際大会(リスボン)の報告」

クラブ協議会「年度の活動報告」
会長・幹事・五大奉仕委員長

第２２５８回例会

平成２５年

６月２０日

の記録

開会点鐘
 ソ ン グ

四つのテスト

 ゲ ス ト

なし

 ビジター

秋吉 実氏（杵築RC･次年度ガバナー補佐）

● 会長の時間

石部幸二会長

皆さんこんにちは。

最初にお酒で記憶が無くなったのは天文館でした。

この例会場で今年度最後の例会になりました。

鹿児島大学の部活の新入生歓迎コンパで芋焼酎を初

実質最後の会長の時間となりますので、私の大好き

体験、一次会の城山観光ホテルで乾杯をしてから全

なお酒のお話をいたします。

く記憶が飛んでしまっていました。朝、目が覚めた

お酒と出会うまでの自分は、どちらかというと内

ら見覚えのない畳の部屋に寝ていました。おまけに

向きの人間でまた自分のことしか考えない利己的な

新聞紙が敷かれており胸のあたりが冷たいし、臭い。

人間でした。お酒との出会いによって人とコミュニ

横には男性が一人横たわっており、親切にも部活の

ケーションがとれるようになり、自分を開放できる

先輩が自分の寮に連れて帰ってくれたのでした。帰

ようになりました、また食べ物の好き嫌いがあまり

る時になり靴がないことに気付き、先輩に聞くと自

なくなりました。

分で川に投げ捨てたとの由。しかたなく裸足でアパ
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ートに帰ったことを覚えています。

次年度ガバナー補佐挨拶

今でも鹿児島で覚えた芋焼酎がやみつきになり、
愛飲しています。

秋吉

実氏(杵築RC)

本日は藤本会長エレクトさん

その後大学を卒業して仕事を始めるため大分に戻

と本庄幹事さんに事前にお願い

ってきました。新入医局員として勤務を始め、初日

事がありまして、新年度前です

から仕事終わりに先輩の先生から「石部、飯食いに

が訪問させていただきました。

行くぞ」と言われ、ついて行ったのですが、飯では

実は私こちらにメークアップ

なくみなさん日本酒をコップで食べていました。反

するのは初めてになります。ま

省会が始まり、延々夜中の3時くらいまで飲んで（先

た本日は、2年前にガバナー補佐をされた磯永大先輩

輩方は飲んでばかりですが、私は飲んで、吐いて、

の卓話ということで、楽しみにしております。

飲んで、吐いての繰り返しです）、アパートに帰っ

7月第3週にガバナーのメッセージを皆さんにお伝

て寝る、朝7時ごろ起きて頭は痛いし、気持ち悪いし

えするために、改めてごあいさつに参ります。私自

という状態で大学に行くと先輩諸氏はもはや来られ

身も一年間努めて勉強しながら、ガバナー補佐とし

て仕事をしている、この人たちは人間じゃないよね

て精一杯やらせていただこうと思いますので、皆様

～とつくづく感心した次第でした。そのおかげで私

どうぞ一年間よろしくお願いいたします。

もすいぶんと鍛えられました。
とりとめもない話で申し訳ありませんでしたが、
この話は是非最後にしておきたかったのです。

● スマイルカード

是永潤一副委員長

次週は最終例会ですので皆様と今年度最後の楽し
石部幸二会長：①今年度例会場での最後の例会とな

いお酒をいただきたいと思います。

りました。１年間お世話になりました。②次年度
秋吉ガバナー補佐ようこそいらっしゃいました。
● 幹事報告

臼杵 確幹事

１．来信

年度最後の卓話よろしくお願いします。
磯永喜八郎会員：石部年度最後の例会の卓話、よろ

1）北部保健所より「ヤング街頭キャンペーン
(6/22･土)の実施要項」；参加者へ配布
２．例会変更

しく。
藤本博和会員：秋吉次年度ガバナー補佐ようこそい
らっしゃいました。津々良さん名刺ありがとうご

宇佐2001RC：6/26(水)は、19:00～「竹贅」にて；
大納会の為

ざいます。
本庄伸子会員：秋吉様、今日はありがとうございま

宇佐八幡RC：6/28(金)は、19:00～「宇佐ホテルリ
バーサイド」にて；大納会の為
３．週報受理

次年度もよろしくお願いします。③磯永会員、今

中津平成RC

４．理事会報告 なし
５．お知らせ
1）次週6/27の例会は石部年度最終例会(クラブ協
議会)です。【18:30～かんぽの郷宇佐にて】
2）本日例会終了後、定例理事会を開催致します。
（今年度・次年度）
６．欠席連絡
川端克弥会員、末宗為十会員、西中孝生会員
和田久継会員
７．本日の当番
米澤哲也会員、石部幸二会員

す。磯永さん今日は楽しみにしています。
河村正一会員：明後日、世界大会へ出発します。津々
良会員より英語用の名刺をいただきました。あり
がとうございます。
是永潤一会員：秋吉次年度ガバナー補佐、宇佐RCへ
ようこそ。
磯永会員、
卓話よろしくお願いします。
津々良洋一会員：磯永会員の恒例の卓話楽しみにし
ていますが、少し早退します。
出口幸太郎会員：早退します。
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

６６３，０００円

● 内部卓話

元来人間には生まれながらにして、「生老病死」

「 ロータリーへの私の所感」
磯永喜八郎会員

という避けきれぬ事があります。「生」は自分の意
思ではなく気がつけば両親から生まれておりますの

皆さんこんにちは。

で、これは自分の選択ではなくそういう星の下に生

本日は石部会長年度の例会場で

まれてきたのであります。そうして子供から学生、

の最後の例会です。本当に御苦労

社会人となって、親が立派な職業を持っていればそ

さまでした。

の跡を立派に継いでいくし、又やりたい事があれば

3年前の喜寿の時に、
私より上の

努力して起業して自分ですばらしい企業を続けてい

人が退会したり亡くなってしまっ

く人もいるわけです。若い皆さんはまだ実感出来ま

たりして私がクラブで最高齢となりました。私もあ

せんが、私のように80才にもなりますといずれは生

と何年続けられるのかなあと思うと、いわゆる最後

老病死の死が近づいて、やがて人生をまっとうする

の例会に出席できるということは、私がこのクラブ

わけです。

に在籍しているという証として最終例会での卓話を
させていただいているわけです。

30代、40代、50代、60代の皆さんを見ていると、
各自が今自分の仕事を一生懸命頑張っているのを実
感することができます。これは経験をして年を取ら

私は42才で宇佐ロータリークラブに入会しました。

なければ分からないことです。私も80になり、よく

あと2年で在籍40年となり、
無欠席ということが私の

ぞ自分の職業をここまで続けてきたと思います。皆

取柄であります。振り返ってみると、私が入会した

さんも一緒ですが、職業の大小に係わらず持続する

当時の宇佐ＲＣは錚々たるメンバーの方達がいらっ

ということは大変難しいことです。人生波風や色々

しゃいました。私はそういうすばらしい人達の後ろ

な障害がありますが、それを乗り越えて、自分の仕

姿を見ながら、自分もいつかああいう人になれるの

事に誇りを持って、いかに持続していけるかという

だろうかと思いながら入会当時の緊張感を今でも覚

ことです。ロータリーと自分の職業を両立すること

えております。40年近く経って自分を振り返ってみ

は大変な事だと思いますので、ロータリアンらしく

ますと、果たして今の若い人は今の私を見て、私が

やっていってもらいたいと思います。

先輩を見た時のように思っているのだろうかと忸怩
たる思いがしております。故に私も日々研鑽してい

今宇佐ＲＣの会員であるということは、皆さんが

かなければと、毎週例会に出席しているわけであり

これまで努力してきた結果、誰かの推薦があって入

ます。

会したわけです。この事に大いに誇りを持ってくだ
さい。そして宇佐クラブの会員だという自覚を持っ

さて、先週は岩井会員がロータリー情報の大変有

て例会に出席してください。例会出席がロータリー

意義な卓話をしていただきました。若い人にはすぐ

の原点ですから、できるだけ例会を休まないように

には理解が出来ていない部分もあると思いますけれ

してください。忙しくて例会になかなか出席できな

ど、会員になったからには最低限覚えていただきた

いという方も心の持ちようです。例えば以前会員だ

いことは、まずロータリーが1905年にポールハリス

ったお医者の先生は、例会に遅れないように木曜日

によって創立されたということ。次に1967年に宇佐

は受付を11:30までにして、12時には診察を終えて、

ロータリークラブが設立したことを覚えておいてく

必ず遅れずに例会出席していました。前もって予定

ださい。中でも一番大事なことは、ロータリーの定

を立てて出来るだけ例会に出席することを目標にし

款細則、そして「四つのテスト」です。これはロー

ておけば、欠席や早退が少なくなると思います。そ

タリーの基本でありまして、これを言行に照らし合

こは本人の気持ち次第ですから、努力してそういう

わせると自分の職業が高められていくのです。「四

ことを考えてみて下さい。

つのテスト」をいつも心の中に入れて頂きたいと思
います。

他の一般の会合と違いましてロータリーは修練の
場でもあり又勉強会です。週に一回の貴重な例会時

間に自分を磨いてください。例会中は、食事をしな

● 出席報告

がら親睦をはかり、他の時間中は私語を慎み静かに
お話を聞きながら、何かひとつでもいいから身につ
けて帰ってもらいたいと思います。それが積み重な
っていくうちに、自分が意識しなくてもロータリア
ンらしい人間になっていきます。外部の人から、あ
の人はロータリアンでさすがどこか違うな、という
雰囲気で見てもらえるようになれば大丈夫です。ロ
ータリーの例会と自分の職業とは相俟って良くなっ
ていくものだと思います。
宇佐クラブも気がつけば若い優秀な人がどんどん
入会してきて、喜ばしい限りです。宇佐クラブも後

佐々木正博委員長

第2258回（6月20日）
会 員 総 数
（内出席免除 ）
出

席

数

34名
0名
28名

（ 内 事 前 M U）

1名

欠

席

数

6名

出

席

率

８２．３５％

事前メークアップ
末宗為十会員（フラワーロード整備)
欠席者
川端克弥会員、園 浩幸会員、西中孝生会員
宮本順二会員、米澤哲也会員、和田久継会員

４年で創立50周年を迎えます。私もクラブの古参と

※出席率の更正

してクラブ存続の使命感を持っています。どうかク

◎6月6日の出席率は1名のメークアップ
により82.35％→８５．２９％に更正
事後メークアップ
和田久継会員（フラワーロード整備）

ラブ会員が一体となって、先ずは50周年の行事を遂
行したいと思います。会員の皆様よろしくお願いし
ます。

れだけは私は誇りにしております。先輩を立て又下

－－－－－－－－－－－－－－－－－－
◎6月13日の出席率は2名のメークアップ
により76.47％→８２．３５％に更正
事後メークアップ
河村正一会員、砂山正則会員

には面倒見が良く、本当に和やかでいいクラブだと

（フラワーロード整備）

それから外のクラブの人から見ても、宇佐クラブ
は実にまとまりのあるクラブだということを聞きま
す。クラブ内で未だに争いや派閥がありません。こ

思います。ただ親睦が先行し過ぎないように身を慎
み、品位あるクラブであって貰いたいと思います。
本日は御清聴有難うございました。

フラワーロード花壇整備

6.26ヤング街頭キャンペーン

2013年6月15日(土) 朝6:30～

6月22日(土) 15:30～16:30
メルクス宇佐 店舗入口にて

石部会長、臼杵幹事、河村会員、佐々木会員
佐藤会員、新開会員、末宗会員、砂山会員

石部会長、臼杵幹事、是永会員

住本会員、津々良会員、西中会員、廣瀬会員

津々良会員、幡手会員、藤林会員
（全6名）

藤林会員、藤本会員、山上会員、和田会員
松永委員長

（全17名）
参加された皆さんお疲れさまでした。
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