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＊７月の行事予定＊

＊本日のプログラム＊ （7月24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 平野洋二会員
６．出席報告

3 日 会長・幹事 年度方針
10 日 四大奉仕委員長 年度方針
17 日 各委員長 年度方針
24 日 内部卓話 平野洋二会員
31 日 外部卓話 PTC ジャパン
今仁武臣プロゼクトマネージャ

第２０２０回例会 平成２０年 ７月１７日
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大分第2分区ガバナー補佐 中園輝明氏（宇佐八幡RC）

会 長 の 時 間

今仁和武会長

ロータリーの基礎と英語

ロータリアンRotarian はRC会員であり、RIにも加

ロータリークラブ（RC: Rotary Club）は草の根的組

盟しています。各クラブは、それぞれ独自に役員

織であり、奉仕活動のほとんどがクラブレベルにおい

Officer を選び、ロータリーの定款 Statute の枠内に

て実施されています。国際ロータリー（RI: Rotary

おいてかなりの自治権を行使することができます。協

International）は、地区（D: District）やクラブを支援

議会

し、それぞれの地域をはじめ海外においてクラブが超

フォーラムForumは全会員の議論の場です。なお

我の奉仕（Service above Self）を提供する援助をしま

SAA (Sergeant at Arms 武装軍曹) は、会場を監督し

す。

ます。

ＵＳＡ- ＯＩＴＡ

第２７２０地区

Club Assembly

は役員と委員長の議会であり、

宇佐ロータリークラブ

事務局 〒872-0032 大分県宇佐市大字江須賀2999番地の2 株式会社ユニックス内
ＴＥＬ．ＦＡＸ：０９７８－３８－２３７０
ＵＲＬ：http://usarotary.com/

ガバナー補佐 ご挨拶
第2720地区大分第2分区
中園輝明ガバナー補佐
皆さんこんにちは。毎日お暑
うございます。
この度、第２分区のガバナー
補佐を仰せつかりました、宇佐
八幡ロータリークラブの中園輝
明と申します。皆様方のお世話が十分できるか分かり
ません。日がたつにつれガバナー補佐の責務の重大さ
に自分で驚いているところです。
本日お伺いしましたのは、14日にガバナー補佐会議
が開かれました。この会議の中で次の２点について各
クラブの皆さんへ正確にそして迅速に伝えてください
とのことで参りました。
１点目は、ガバナーノミニー選出問題です。選出に
当たっては、これからは１本釣りはしない、各クラブ
の会長さんの推薦の中から選出していく、このことが

湯布院RC：7月30日(水)の例会は、同日18:30～に変
更；夜の例会の為
別府RC：8月1日(金)の例会は、同日18:30～「ホテル
ニューツルタ」に変更；第2回クラブ協議会の為
別府東RC：8月7日(木)の例会は、同日12:30～「火
男火売神社」に変更；別府東RC祈願例会の為
３．週報受理
くにさきRC、中津中央RC
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)ゴルフ愛好会の出欠を回覧しています。
６．欠席連絡
砂山正則会員、中村明美会員、和田久継会員
７．本日の当番
臼杵 確会員、小野田義文会員

ガバナーの強い要望です。杉谷ガバナーさんが２年間
連続してガバナーをされるわけです。こんなことはお
そらく世界中でもないのではないかと思います。

内 部 卓 話
各委員長の年度方針

２点目は、ガバナー公式訪問のことです。従来通り
１クラブずつ訪問させていただきたい。しかし、今年

■ クラブ奉仕

度はプログラムが遅れているので、第２分区について

藤林鋭司委員長
2008～2009年度クラブ奉仕委員長

具体的に申しますと、第２分区には６クラブあります。

を拝任されました藤林です。

従来だと６日間かかりますが、今年度は１日２クラブ

四大奉仕を除く各委員会の皆様方

ずつ訪問し、交流会は一緒にして３日間でお願いでき

の統括が使命とされる役割ですが、

ないかと言うことです。

当クラブの先輩方が築いてこられた

この１年間、ガバナーの手足となって努力いたしま
すのでよろしくお願いします。

各委員会の委員長・委員様方のお手
伝いが出来れば幸いと考えますので、一年間よろしく
お願い申し上げます。
また、国際奉仕では、今年度は韓国『西全州ロータ

幹 事 報 告

本瀬戸孝一幹事

１．来信
1)ガバナー事務所より「2010年規定審議会代表
議員投票結果報告」
⇒西島世晃パストガバナー
（佐伯MARINERC）に決定

リークラブとの姉妹締結延長調印式』の年度となり、
宇佐ロータリークラブが訪韓する年度に当ります。是
非、多くの会員さんの参加・協力をお願い致します。
その他、クラブ内の【登山及びゴルフ愛好会】へも
積極的に参加して、にぎやかで活気のある有意義な一
年間にいたしましょう。

２．例会変更
宇佐八幡RC：7月25日(金)の例会は、同日19:00～に
時間変更；納涼夜間例会の為

■ 国際奉仕

米澤哲也委員長

中津中央RC：7月29日(火)の例会は、7月28日(月)

今年度国際奉仕委員会では、「国

18:30～「グランプラザ中津ホテル」に変更；交

際理解、親善、平和を推進する事」

換学生歓迎例会の為

を目的として 1 年間活動してまいり

大分南RC：7月25日(金)の例会は、同日18:30～「ト
キハ会館 つばきの間」に変更；夜間例会の為

ます。具体的な活動としては以下の
通りです。

1. 西全州 RC との国際理解、親善、平和の推進

■ 出

席

石部幸二委員長

韓国を訪問して、姉妹RC提携の延長。西全州RC

今年度、出席委員長を仰せつかっ

または韓国の方々との交流。

ています石部と申します。よろしく

2. モリアルタRCと協力しての東ティモール支援

お願いします。

例年通り金銭的を含めてその他支援。活動全般の

年度初めから、出席率があまり芳

リサーチ。

しくありません。欠席した会員の皆

3. 米山奨学金の支援

様方にはファックスでメイクアップ

普通寄付金その他支援。

のお願いをしていますので、よろしくお願いします。

以上 1 年間よろしくお願いいたします。

■ 親睦活動

恥ずかしくないような出席率を残すように頑張りたい
と思います。よろしくお願いします。

末宗為十委員長

■ 新 世 代

＜方針＞

佐々木正博委員長
新世代委員会は、ロータリーの

・会員同士、ご家族との親睦を深め
てクラブの活性化につなげる。

提唱する全ての新世代への奉仕活

・入会３年未満の会員には、各行事

動を積極的に推進します。長期承

に積極的に参加してもらいたい。

継されているプログラムがあり、
基本的には継続事業で活動を行い
たいと考え、皆様方の意見を集約

＜行事予定＞

し、より一層活動の幅を広げて行きたいと考えます。

①観月家族親睦例会
9月12日(金) 安心院葡萄酒工房
②家族親睦旅行

1. 柳ヶ浦高校インターアクトクラブへのサポート
1)例会への出席（ロータリアン参加による交流）

秋頃に熊本城を予定

2)年次大会への参加（ロータリアン参加による交流）

③新年例会

3)会員増強サポート（1･2 年生勧誘）

1月10日(土) 別府の望海

4)共同事業の模索

④花見家族親睦例会

5)卒業生への記念品授与（07は10名でネームペン）

未定
⑤４クラブ合同親睦例会
例年11月頃、今年度は豊後高田RCの担当
⑥その他
月１回程度、ビールを飲む会で会員同士の親睦を
深める

2. 中学生対象の課外事業への積極的参加
（先輩に学ぶ）《11 年目》
学校団体と協議し、出来れば学生主導で行いたい。
※昨年度は、学校の都合によりクラブへの要請と別
に廣瀬さん、河村さんの２名が参加。

＜お祝い＞
毎月初めに、誕生祝（本人・配偶者）と結婚祝の記
念品を贈呈

3. 逐次委員会を開催し、委員と共に活動計画を話しあう。
4. 行事予定
08/6/7 ：IA会長･幹事研修会、大分県協議会

■ プログラム

平野洋二委員長
今年度のプログラム方針としては、
まず毎月のＲＩ年間行事に基づいて
各委員会の委員長に卓話をお願いし
活動状況を述べてもらいます。
内部卓話を出来るだけ多くの会員
の方にお願いしたいと思います。

同時開催（ゆふの丘プラザ）
08/6/26 ：韓国IA別府（富士観ホテル泊：別府商業）
08/8/18-21 ：IA海外研修（韓国釜山）…不参加
2008/8/2-3 ：第24回年次大会（ゆふの丘プラザ）
2008/10/ ：柳ヶ浦高校IAとの地域合同清掃と親睦
（フラワーロード）
2008/11/ ：九州地区IA会議（福岡）…数年間不参加
2009/3/ ：長洲中学校《先輩に学ぼう》

外部卓話は月１回組込みます。

2009/6/ ：IA次期会長・幹事研修会

楽しく活力のある例会にしたいと思います。

2009/6/ ：IA大分県協議会

５．柳ヶ浦高校インターアクトクラブ 名簿
計８名

３年：３名
２年：２名
１年：３名

■ 会員選考

津々良洋一委員長
会員選考委員会は、会員に推薦
されたすべての者を、個人的な面

今後増員予定

から検討して、その人格、職業上
および社会的地位、並びに一般的

■ 雑誌会報/ＩＴ

な適格性を徹底的に調査し、そし

髙橋和治委員長

て全ての申し込みに対する委員会

「ロータリー情報」及び「ロータ

の見解を、理事会に報告することになっております。

リーの友」に関しては、興味のある

しかしながら、被推薦者の一般的な適格性について

記事は週報に紙面の余裕があれば掲

は抽象的な要素を含んでおり、判定が難しい面があり

載していきたい。会員の皆様には読

ます。

んで頂く様積極的に働きかけたい。

当クラブの現状は、会員数の減少並びに出席率低迷

週報に関しましては、活動報告・

であることをふまえ、とにかく、ロータリーは「規則

委員会報告・卓話等発表者に意向に添ってより正確に

正しく例会に出席すること」をよくご理解頂き、ご努

伝える様努めたい。その為にも、会員の皆様には事前

力される方を選考基準といたします。

に原稿を用意出来れば頂きたい。

また、地域社会における有力者（家業や専門職業の

ＩＴ委員会に関しましては、宇佐ロータリークラブ

最高責任者）のみが、必ずしも良いロータリークラブ

のホームページの充実及びＩＴ同好会の活動を積極的

会員になれる充分な条件ではない点を常に考慮し、ク

に行なっていきたい。

ラブ会員増強の一翼をになうものとして、一年間活動
いたします。

■ 会員増強

河村正一委員長
会員増強と退会防止の２つの問
題を考えます。
◎会員増強は、会員全員が勧誘に
目を向ける。具体的には
・職業分類表より未充填の会員を
探し出す

・会員より紹介があれば積極的にアプローチする
・クラブフォーラムで出てきた情報はチームを作り行
動に移す
◎退会防止は、退会に発展する要因として
・欠席が重なる→メークアップをしなくなる
→出席しにくくなる
・出席しやすくするには、月一回程度親睦委員会と連
携をとり、飲み会などで問題会員を引き寄せる

ス マ イ ル カ ― ド

末宗為十委員長

中園輝明ガバナー補佐（宇佐八幡RC）：今年度第２
分区のガバナー補佐を仰せつかりました。一年間よ
ろしくお願い申し上げます。
本瀬戸孝一幹事：各委員長さん本日は宜しくお願いし
ます。柳ヶ浦高校、今日も頑張れ!!
岩井謙次会員：21回目出席皆勤ありがとうございました。
河村正一会員：少し高額な買物をしました。
津々良洋一会員：11年皆勤バッチを頂きました。何と
か11年皆勤できました。
平野洋二会員：会員皆様暑中御見舞い申し上げます。
米澤哲也会員：①35才になりました。ありがとうござ
います。

②結婚6年目です。今後も円満な家庭に

なるよう努めます。
藤林鋭司会員：職業奉仕の為早退させて下さい。すみ
ません！

出 席 報 告

石部幸二委員長

第 2020 回（7 月 17 日）
会 員 総 数

31 名

（内出席免除）

1名

出

席

数

24 名

（内事前 MU）

0名

欠

席

数

6名

出

席

率

８０．００％

欠席者
小野田義文会員
是永潤一会員
新開洋一会員
砂山正則会員
中村明美会員
和田久継会員

ニコニコ累計

３８，５００円

※出席率の更正
◎7月3日の出席率は２名のメークアップ
により70.00％→７６．６７％に更正
事後メークアップ
岩井謙次会員（宇佐八幡RC）
藤本博和会員（中津RC）
点鐘 発行 平成２０年７月２４日

