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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」

平成２５年

６月２７日

の記録

最終例会 18:30～ 於：かんぽの郷宇佐
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

皆さんこんばんは。

変お世話になり、ありがとうございました。

最初に6月22日メルクスでの薬物乱用防止キャン

私は今年度のクラブ運営方針を達成すべく、臼杵

ペーンに参加していていただきました、皆様大変お

幹事はじめ会員の皆様と共に一生懸命頑張ってきま

疲れ様でした。

した。会長の力不足により、多々不都合もあったと

さてとうとう私の年度の最後の例会となりました。

思いますが、なんとか乗り越えられたのは会員の皆

昨年の最終例会で末宗前会長が「終わった、終わっ

様のご指導、御鞭撻の賜物と深く感謝しています。

た」と若干嬉しそうに言っていた顔を思い出しまし

今年度の活動報告につきましては後ほどクラブ協議

た。私も嬉しそうな顔をして良いのか、悲しそうな

会で報告させていただきますのでよろしくお願いし

顔をして良いのか複雑な心境ですが、皆様一年間大

ます。
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＊７月のプログラム予定＊

＊本日のプログラム＊ （7月4日）

第２２５９回例会

会 長

弥

皆様へのお礼の言葉にて今年度最後の会長の時間
とさせていただきます。

● スマイルカード

西中孝生委員長

石部幸二会長：１年間大変お世話になりました。

ありがとうございました。

臼杵

確幹事：会員のみなさん一年間ありがとうご

ざいました。石部会長いろいろとご指導いただき
● 幹事報告

臼杵 確幹事

ありがとうございました。
岩井謙次会員：①石部丸の無事帰港を祝して。

１．来信
1）ガバナー事務所より「地区協議会・PETS報告
書」；参加者へ配布（次週）

②先日は石部先生にお世話になりました。
小野田義文会員：石部会長､臼杵幹事御苦労様でした。
河村正一会員：石部会長、
臼杵幹事お疲れ様でした。

２．例会変更

なし

３．週報受理

くにさきRC、中津中央RC

４．理事会報告
1）園浩幸会員の退会を承認致しました。
2）７月のプログラムについて承認致しました。
4日 藤本博和会長、本庄伸子幹事
「会長・幹事 年度方針」

是永潤一会員：石部会長、理事、委員長一年間お疲
れ様でした。
佐々木正博会員：１年間ありがとうございました。
佐藤憲三郎会員：①石部丸の無事の帰港おめでとう
ございます。 ②先日は岩井先輩に大変お世話に
なりました。
末宗為十会員：石部会長、臼杵幹事、１年間お疲れ

11日 外部卓話 冨田江里子氏
（フィリピン スービック地域 慈善団体CFP）
18日 「五大奉仕委員長年度方針」
25日 藤本博和会長、河村正一会員
「国際大会（リスボン）の報告」
５．お知らせ
1）インターアクト年次大会の登録について、最終
確認をお願い致します。
7月27日(土)・28日(日) 荒尾市にて
６．欠席連絡

様でした。
住本憲彦会員：石部会長、臼杵幹事、１年間お疲れ
様でした。
津々良洋一会員：石部丸一年間お疲れ様でした。
出口幸太郎会員：会長幹事一年間おつかれさんでした。
西中孝生会員：親睦に一年間ご協力頂きまして有り
がとうございました。石部会長、臼杵幹事おつか
れ様でした。
幡手一義会員：１年間誠に有難うございました。
廣瀬辰彦会員：石部会長、臼杵幹事１年間お疲れで

新開洋一会員、竹田豊会員

した。
藤久保茂己会員：①石部会長ごくろうさまでした。

● 委員会報告
◎次年度新世代委員会

今後共ご指導お願いします。②先日は本校インタ
斉藤順一委員長

インターアクト年次大会が7月27日・28日に熊本の
荒尾市で開催されます。今週24日に米澤委員長のお

ーアクト部のご指導ありがとうございました。
藤林鋭司会員：石部会長、臼杵幹事他、会員一同の
皆様、一年間大変お世話になりました。

かげで柳ヶ浦高校にてインターアクト例会を開催し

藤本博和会員：①藤林会員餞別ありがとうございま

ました。メンバーも少しずつ増えており、藤久保会

した。 ②石部会長、臼杵幹事、五大奉仕委員長

員によりますと年次大会への登録も10名ほどになる

の皆さんおつかれさまでした。

とのことです。
柳ヶ浦高校のバス1台で1泊2日の計画
をしています。
ロータリアンも現在4名の登録を予定

本庄伸子会員：会長、幹事おつかれさまでした。次
年度もよろしくお願いします。

していますが、まだ参加可能な方がいらっしゃいま

松永忠昭会員：１年間お世話になりました。

したら、
一人でも多くのご参加をお願いいたします。

宮丸龍昭会員：１年間おつかれ様でした。
山井辰夫会員：石部会長、臼杵幹事１年間おつかれ

事務局秋野さん：会員の皆様一年間お世話になりま
した。

ニコニコ累計

さまでした。
米澤哲也会員：一年間ありがとうございました。
和田久継会員：石部会長、臼杵幹事一年間お疲れ様

７０３，０００円

でした。

● クラブ協議会

「 年度の活動報告」

トでこの一年間様々なことが多くありましたもので
すから、ロータリーの役割が全部務めきれていなか

■石部幸二会長

ったと思いますが、皆様の寛大なお心でお許しいた

今年度目標として掲げていたこと

だければと思います。

１．出席率90％以上

五大奉仕の各委員長、それ以外の各委員長、会員

皆様の協力により90％は達成

の皆さまのお力添えをいただきまして、石部会長の

できる見込みですが、例会場の

下で一年間務める事ができました。ありがとうござ

出席率を上げ、活気ある例会を

いました。

行うのが目的であったのに、最後は数字を上げる
ことに一生懸命になっていました。反省していま
す。
２．増強3名
竹田会員の入会で1名増になりましたが、
まさか
の園会員の退会でもとに戻りました。これも会長
の力不足によるものであり、
お詫び申し上げます。
３．M・Gを成功させよう

■佐藤憲三郎職業奉仕副委員長
（山上明宣委員長代理）
山上委員長が本日欠席ですので、
副委員長として代わりに報告させ
ていただきます。
今年度山上委員長の方針にもあ
りましたように、「職業奉仕とは、ロータリー会員

初めてM・Gを申請して、承認され財団から補

が職業を通じて社会をより暮らしやすくする為の行

助金をいただきまして、冨田江里子さんのクリニ

動であると考えます」という理念のもと「職業奉仕

ックへ車両を１台援助できたことは大変良かった

四つの反省」を教訓に活動をされてきたということ

と思います。私自身実現するか、どうか全くわか

でございます。

らない手探りの中でやってきましたので、本当に

具体的な活動内容について

びっくりしました。これも会員の皆様のご理解と

１．幡手SAAのご協力により毎月一回「四つのテス

ご協力があったからこそであると思います。あり
がとうございました。
４．西全州RCとの姉妹クラブ延長調印式
キムチュウシク会長以下多くの方に来日いただ

ト」を唱和することができました。
２．11月29日に幡手会員のご協力によりまして、西
馬城小学校前のみかん園にてことぶき幼稚園園児
33名とみかん狩りをしました。

き、盛大に調印式を行うことができまして、非常

３．5月23日に末宗会員の(株)クリエーションエネル

に感激しました。辛島国際奉仕委員長はじめ会員

ギーへ職場訪問いたしまして、すばらしい施設の

の皆様お世話になりました。

見学をさせて頂きました。

最後に会員の皆様そして事務局の秋野さんに感謝

簡単ではございますが、山上委員長の下すばらし

申し上げます。ありがとうございました。

い活動ができたと思います。

■臼杵 確幹事

■松永忠昭社会奉仕委員長

とうとうこの最終例会の日がや

まず一年間社会奉仕委員長を無

ってまいりました。石部年度一年

事務めることができたのも、皆様

間支えて下さいました会員皆さま、

のご協力のお陰だと思っておりま

本当にありがとうございます。

す。ありがとうございました。

詳しい内容は先ほど石部会長か
らあった通りでございます。
私は当初の幹事の方針としまして、石部会長のバ
ックアップ、そしてクラブの活動がスムーズに行わ
れるようにフォローさせて頂くつもりでやって参り

活動報告としましては、当初の
方針以外に、大分県北部豪雨の際に被災地へ雑巾を
送りました。
方針に挙げていた３点については計画通りに実施
することができました。

ました。ただ私の至らぬ点が多く、皆さまからたく

フラワーロード花壇の整備では、先日宇佐市長か

さんフォローいただきながら何とかこの一年間が過

ら感謝状をいただくことができました。桜並木の草

ごせたものと感謝しております。私自身プライベー

刈りも計３回実施しました。

図書の寄贈は天津小学校へ行い、後日校長先生よ
り生徒が大変喜んでいると御礼のご連絡もいただき
ました。
皆さまのご協力に御礼申し上げます。

■藤本博和クラブ奉仕委員長
今年度クラブ奉仕委員長を務め
ながら、次年度の準備ということ
で色々と勉強させて頂きました。
まず私が４月に体調を崩してし

■辛島光司国際奉仕委員長

まい、その直後の５月にスービッ

早いもので国際奉仕委員長を仰

クを訪問しましたので、体力的にはきつくて付いて

せつかってから一年がたちました。

行くのがやっとでしたが、現地の状況を実際に見た

振り返ってみますと、11月の西全

ことは貴重な体験となりました。これも石部会長の

州ＲＣとの調印式にはじまり、5

おかげです。石部会長には事ある毎に色々な場所へ

月のスービックＲＣ・モリアルタ

誘って頂き、その行動力と温かさに触れられた事は

ＲＣとの３クラブ合同例会と、皆様の多大なるご協

この一年の私の最大の収穫でした。

力をいただいて活動する事ができました。

一年間勉強してきたことをどう活かして次年度の

私も右も左も分からないままで至らぬところが

クラブ運営をしていくか、私にどれだけ出来るか分

多々あったかと思いますが、藤林副委員長はじめ皆

かりませんが、肩肘を張らずに頑張っていきたいと

様のお知恵とご指導のおかげで何とかこなすことが

思います。ロータリーの原点でもある皆さんの温か

できました。この経験させてもらったことを、今後

いお心で、
次年度もご協力を宜しくお願い致します。

の国際奉仕委員会はもとより宇佐ロータリークラブ
に、
微力ですが活かしていきたいと思っております。
来年は藤林委員長の下で私もできる限り恩返しがで

臼杵次々年度会長から

きるように頑張りたいと思います。簡単ではござい

園会員退会に伴う次々年度幹事交代のお知らせ

ますけれども、一年間本当にお世話になりました。

次々年度幹事：佐々木正博会員

ご協力ありがとうございました。

（全会員による拍手にて承認されました）

■米澤哲也新世代委員長
一年間ありがとうございました。

● 出席報告

方針としてインターアクトクラブ

佐々木正博委員長

第2259回（6月27日）

の活動を主に挙げていましたが、

会 員 総 数

７月の年次大会に参加して以来皆
様にご報告できる主だった活動が

（内出席免除 ）

なくて申し訳ない状態です。

出

ただ今年に入りましてからは、３月に卒業式と例
会を１回開催し、つい先日にも例会を改めて持ちま
した。実は担当の顧問の先生が変わりまして、非常
にやる気がある先生で頑張ってくれております。今
後は毎月１回例会を持とうということで、基本的に
は第３月曜日の15:30～柳ヶ浦高校で開催いたしま
す。メーキャップにもなりますので、ぜひ皆様にも
参加をお願いしたと思います。
次年度の斉藤委員長も頑張ってくれていますし、
藤久保先生にもご尽力いただいて、現在インターア
クトクラブのメンバーが増えている最中です。これ
からどんどん盛り上がっていくと思いますので、今

席

33名
0名

数

31名

（ 内 事 前 M U）

1名

欠

席

数

2名

出

席

率

９３．９４％

事前MU 山上明宣会員（フラワーロード整備)
欠席者

新開洋一会員、竹田

豊会員

※出席率の更正
◎6月6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
事後MU 藤久保茂己会員（インターアクト例会）
◎6月20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MU 米澤哲也会員（インターアクト例会）

後ともご協力よろしくお願いいたします。
閉会点鐘 発行 平成25年7月4日

