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＊２月の行事予定＊

＊本日のプログラム＊ （2月10日）

第２１４２回例会

会

3日 会員増強フォーラム 長浦善德委員長
10日 外部卓話 APU留学生 ブッディさん
（スリランカ）
17日 内部卓話 是永潤一会員
24日 内部卓話 石部幸二会員

平成２３年

２月

３日

の記録

鐘

 ソ ン グ

君が代、奉仕の理想

 ゲ ス ト

なし

 ビジター

なし

会 長 の 時 間

津々良洋一会長
内に伺いたいと思います。宜しくお願いいたします。

いよいよ２月に突入です。
次年度準備の方も、これから忙しくなるかと思い

さて、話は変わりますが、電気自動車と言う言葉

ますが、今年度も、まだまだやり残した事がたくさ

を耳にすることが多くなりましたが、普及は今いち

んあります。その一つが、会員増強です。期待して

のようで三菱から出ている車（アイ・ミーブ）を時

いましたお戻り頂く会員もなかなか思うように進ん

折見かける程度ですが、今回の日産から発売のリー

でいない状況ですので、ここは新会員候補の発掘を

フにより一気に普及するのではないかと言われてお

する必要がありますが、本日は会員増強フォーラム

ります。20世紀は「モータリゼーションの時代」と

です、是非とも会員皆様のご協力により、新会員の

も呼ばれましたが、その一方でエンジンなどの内燃

入会にこぎ着ければと思いますので多くのご推薦を

機関から排出される窒素酸化物などの有害物質によ

お願いいたします。推薦があがれば、まずは入会案

る大気汚染や地球温暖化を進行させる温室効果ガス
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の二酸化炭素（CO2）の排出でも社会問題となって
おりましたが、こうした大きな課題を解決する低公

幹 事 報 告

幡手一義幹事

１．来信

害車として期待されているのが電気自動車です。電

1)ガバナーエレクト事務所より「クラブ会長要

気自動車は、エンジンがないので走行中はまったく

覧」「会長エレクト研修セミナー(3/19･3/20)の

排気ガスを出さず、騒音も少ない。エネルギー効率

ご案内」

が高く、CO2排出量をガソリン車の４分の１程度に
抑えることができ、発電所から発生するCO2の量も、
大幅に削減でき、さらに、夜間電力で充電すること
により電力負荷を軽くすることも可能だそうです。
ＥＶの最大の利点は、家庭のコンセントなどから手
軽に充電できる点で、近年、リチウムイオン電池な

2)ガバナーエレクト事務所より「次年度地区委員
の委嘱状」→河村正一会員へ
3)ガバナー事務所より「2003～2004年度ガバナー
斉藤和氏の訃報」
4)「ロータリー財団 2009-10年度年次報告」；回
覧

ど蓄電池に関する技術開発が進み、充電にかかる時

5)クマヒラより「抜粋のつづり」；配布

間が短くなるとともに1回の充電で走れる距離も長

6)長洲中学校より「“先輩に学ぶ”授業の依頼」

くなった。（リーブは一回の充電で160キロ走行）、
といいことばかりではないようで、リチウムイオン
電池は高額なため、販売価格が高いという点、そし
て夏場のクーラ使用時は長距離に不安が残るなどと、

3/14(月) 13:25～14:10 講師４名；回覧
２．例会変更
大分RC：2/8(火)の例会は、同日18:30～「オアシ
スタワー21階」に変更；夜間例会の為

まだまだありますが、もっと高効率で安価なリチウ

大分中央RC：①2/9(水)の例会は、同日12:30～

ムイオン電池の、更なる開発が待たれる状況のよう

「大分東洋ホテル」に変更；30周年準備の為

です。（当面はハイブリッドのようです）、自動車

②2/23(水)の例会は、2/20(日)13:00～「大分東

メーカーの動きとしては、ハイブリッドのプリウス

洋ホテル」に変更；創立30周年式典の為

のプラグインがありますが、三菱自動車が４人乗り

大分東 RC ：①2/10(木)の例会は、同日12:15～

ＥＶを、富士重工業が４人乗りと２人乗りのＥＶを

「大分市美術館」に変更；職場例会の為

開発するなど、コミューター型のＥＶが市場に投入

2/24(木)の例会は、同日18:30～「丸福」に変

される見込みだそうです。問題となっていました、

更；夜間例会の為

ノンレアアースモーター開発技術も進んでいるそう
です。電機産業では、海外に押され気味となってい
ますが、電気自動車技術で、日本経済も巻き返して
欲しい物です。

②

大 分 1985RC ：2/14(月) の例 会は、 同日 19:00 ～
「にしおか」に変更；親睦夜の例会の為
大分臨海 RC ：2/21(月)の例会は、同日18:30～
「オアシスタワー2階」に変更；親睦夜の例会
の為
３．週報受理

2011～12年度 地区委員の委嘱状伝達式
河村 正一会員

杵築RC、中津中央RC
４．理事会報告
なし
５．お知らせ
なし
６．欠席連絡
末宗為十会員、藤本博和会員、松永忠明会員
７．本日の当番
和田久継会員、石部幸二会員

委 員 会 報 告
◎広報委員会

本庄伸子委員長

ロータリーの友2月号にフラワーロード整備の記
事が載りました。ご覧下さい。先週皆様にお知らせ
したかったのですが、欠席しましたので今週になっ
てすみません。
先週、小倉ロータリークラブにメークアップに行
きましたら、バナーをいただきました。宇佐ロータ
リークラブからもバナーをお送りしようと思ってい

（お祝い）

ます。

長浦善德会員：28日に51才になります。もういりま
せんが・・・

ワイン愛好会ですが、スケジュールの都合で3月

是永潤一会員：私の誕生月です。お祝いありがとう

に延期になりました。すみませんがよろしくお願い

ございます。長浦会員卓話よろしくお願いしま

します。

す。
和田久継会員：2月26日が誕生日です。･･･才になる
と思います。
河村正一会員：今月は還暦です。

◎長浦善德会員
オーストラリア モリアルタＲＣのピーター・マ
イヤーさんが５月３日にツールド国東という自転車

津々良洋一会長：本人誕生日。また１つ年をとりま
す。

のイベントに参加されるということで、160ｋｍの

幡手一義幹事：①立春が過ぎた2月6日が誕生日です。

コースにエントリーしたとのことです。また、ご自

もうすぐ春ですね。 ②結婚28年目になります。

分の自転車持参で何日か前からこちらに来られると

感謝です。

いうことですので、皆さんよろしくお願いします。

佐藤憲三郎会員：毒ではなく妻の誕生日祝いありが
とうございます。
髙橋和治会員：今日は妻の誕生日です。妻は言って

ス マ イ ル カ ― ド

藤本博和委員長

２月のお祝い
〈本人誕生日〉
河村正一会員、是永潤一会員、津々良洋一会員
長浦善德会員、和田久継会員
〈配偶者誕生日〉

いました。今年の結婚記念日、私と妻の誕生日
すべてが木曜日の例会です。めずらしい一年に
なるでしょう。今日は節分で妻も喜んでいます。
住本憲彦会員：妻紀士子の誕生日です。お祝いあり
がとうございます。
辛島光司会員：今月28日家内の誕生日です。昨年は

辛島光司会員(美樹様)、佐藤憲三郎会員(栄子様)

忘れてごきげんを損ねたので、今年はしっかり

住本憲彦会員(紀士子様)、髙橋和治会員(恵美子様)

祝いたいと思います。

幡手一義会員(由美子様)、山井辰夫会員(美佐子様)

山井辰夫会員：美佐子さんの誕生日です。

〈結婚記念日〉幡手一義会員
（ニコニコ）
津々良洋一会長：地区より河村会員に委嘱状がまい
りました。おめでとうございます。
砂山正則会員：久方振りに早く来ましたのでゆっく
り出来ます。これからも出席出来る時は少しで
も早く出る様に頑張ります。
本庄伸子会員：先週急に出張でしたのでなんとなく

というか、軽い気持ちでメイクアップをしまし

ます。たくさんの人に出会って、いろんな知恵

たら、バナーをもらってしまいました。（急に

を教えていただきたいと思います」

くれたのです）びっくりしました。
藤林鋭司会員：藤本親睦委員長欠席の為、本日委員
長代行を務めさせて頂きます。
臼杵

ありがとうございます。最近、柳ヶ浦の橋のと
ころに松本医院が開業しました。先代は、チャータ

確会員：今日は体調不良のため早退します。

ーメンバーでずっと活躍されました松本一彦先生で

住本憲彦会員：職業奉仕の為早退させていただきま

したが、息子さんがお帰りになりまして１２月に開

す。

院しています。私もいい機会なのでお誘いしました

末宗為十会員：葬儀の為欠席します。２週連続の欠
席で申し訳ありません。

ニコニコ累計

が、現在はまだ開院したばかりなので無理だけれど
も、こちらには知り合いがいないとおっしゃってい

３３４，０００円

ました。ですから、辛島会員のような動機の方も多
くいらっしゃるし、適していると思います。ただ、
例会が木曜の昼なので、お休みの調整もあるかと思

会 員 増 強 フ ォ ー ラ ム
長浦善德会員増強委員長
今日は、会員増強委員会か
らの会員増強フォーラムとい
うことで、私が今、前に立っ
ているわけですが、前回は欠
席しておりまして、広瀬先生
にお願いした記憶があります。
正直なところ、私自身が今ロ
ータリークラブに対して魅力を失っているというと

います。
また、ここで私のロータリークラブへのスタン
スに一番近いのは小野田さんではないかと思います。
何度か、退会する予定だったけど出来なかったとか、
正直に現状をお伝えしていただいて、肩肘張らずに
思ったことをおっしゃっていただけるのは、非常に
ありがたいと思っています。そこで、小野田さんに
お伺いしたいのですが、どうしてそのような形をと
りながら、何度も踏みとどまっているのか、その原
因を教えていただけないでしょうか？

ころがあります。半分以上、「退会してもいいのか
なあ」という気持ちです。その中にあって、「そう

小野田会員

「性格が優柔不断だからです」

ではない、ロータリークラブはこのようなところを
見なさい」というところがございましたら、私の今
後活動するかどうかの指針にさせていただきたいと

ありがとうございます。これもひとつの考え方
だと思います。

思います。
業績も厳しい中、例会に毎週出席するのも厳し
い状況です。本音を言わせていただきますと、これ
からもロータリークラブの活動が続けられるのかと
いうことも危惧しています。このような中で、新入
会員を入れるにしても、ロータリークラブに入るこ

それでは、このクラブの中で一番若い米澤哲也君
にお伺いします。彼も色々な会に入られていて、仕
事も営業職で各地を飛び回っています。世代の違う
ロータリークラブの中でなにか感じることがあった
ら教えてください。

とのメリットや理由づけがどこにある、ということ
が明確にならないと勧誘しにくいのではないかと思
っています。
直近ですと、辛島会員が入会されましたが、入会
された一番の要因というのは何でしょうか？

米澤会員

「私はやっぱり皆さんとは世代が違うと

いうことはあるのですが、青年会議所は同じ世
代の皆さんがいて、楽しく過ごさせていただい
ています。また、こちらにはこちらの魅力があ
りまして、親と同じ世代の皆さんですが、会社

辛島会員

「色んな人と出会いたいということです。

地域では、まだまだ人と出会っていないと思い

をやってこられた経験を沢山お持ちで、頼りに
なる方々ですし、またそういう皆さんにかわいが

っていただくことも嬉しく思います。ただ、私
の仕事は地元だけではないので、１週間に１回
ここに来なくてはいけない、という部分が難し
いと思います。」

ありがとうございました。大変分かりやすかった
です。
若い会員を入会させるのに、何が一番必要かと
いうのは、なかなか答えが出ないような気がします。
私も同級生に何人か当たってみましたが、なかなか

ありがとうございました。米澤君は若い世代の

首を縦に振ってもらえない、オブザーバーでも出席

中でも、かなり前向きな考えでいらっしゃると思い

してもらえないのでハードルが高いのかとも思いま

ます。

す。

私は入会してすぐのころに、小野田さんによく

宇佐市内を見ますと、ロータリークラブが３つあ

飲みに誘っていただきました。その中で、ロータリ

ります。どうして、宇佐には３つクラブがあるので

ークラブに関する薀蓄ではなくて、人を知るという

しょうか。人口を見てもクラブが多すぎると感じま

ことについて教えていただいたような気がします。

すし、来やすいように例会を夜に設定しているとこ

ロータリークラブといいますと、肩肘張ったような

ろもあります。どのような経緯で今のような状況に

ところもありますし、私自身、未だにライオンズク

なったのかを教えていただきたいのですが。河村さ

ラブとロータリークラブの違いが分からないので、

んお願いします。

人に語ることもできないのですが、広瀬先生に簡単
にその違いを教えていただけるとありがたいです。

河村会員

「地区には、地区拡大委員会というのが

ありまして、国際ロータリーでクラブを増やす
「ロータリークラブが1905年に出来まし

ことを目的としています。その中に会員増強も

て、それからそのような団体としてはライオン

あります。2001RC が出来たときも、ちょっと無

ズクラブが十何年かしてできたと思います。今、

理して作ったような感じはあります。水前寺ク

一般的に言われていますロータリーとライオン

ラブのときも同じ時期に５クラブくらい作りま

ズの違いは、クラブも会員も自分に厳しいかど

した。これは、その年のガバナーが「私の時に

うかであると思います。例えば、ロータリーは

このくらい増えた」というような心意気で増え

職業奉仕といいまして、自分の職業を通じて社

たような気がします。宇佐八幡 RC から何人か地

会に奉仕をするということがあります。そのた

区に行っていた人に働きかけがあって、もう一

めには、自分を律する、自分を磨くということ

つ作ろうということになったと思います。あく

が必要になってくると思います。そういう意味

までもその年のガバナー次第の部分があって、

では、考え方に１本、筋が通っていると思いま

宇佐市の会員から自発的につくろうということ

す。今は、一職業５人までですけど、元は１職

はなかったと思います。人口が５～６万人の中

業１代表でした。ライオンズは何人でも構わな

で会員増強を図るのは難しいと思います。逆に

いわけです。そして、職業を代表するのではな

言えば、ひとつのクラブになれば、１００人の

くて、学校の先生でも良い、公務員でも良いと

大きいクラブ が出来て 、元気も 出ると思いま

いうことです。また、ロータリークラブでは原

す。」

広瀬会員

則連続４回欠席すると自動退会となります。現
在は理事会の承認がいりますが。そういう風に

ありがとうございます。そういう意味では対極に

クラブとして厳しいです。ライオンズクラブは、 あるのが、今年５０周年を迎えます豊後高田ロータ
お金だけ出せばよいというところもあります。

リークラブではないでしょうか。実は私の妻の父も

この前、４０周年のときに、和田さんと一緒に

ずっとそのクラブに入っていまして、ロータリーク

当時の時枝市長のところに行きましたが、時枝

ラブに愛着を持たれていました。私の父もご存知の

市長は、四日市のライオンズクラブで１６年間

ようにずっとロータリークラブに入っていて、ロー

本多県議と会ったことがない、ということでし

タリークラブが好きでした。私が端から見ていても

た。そういう厳しさが違うと思います。」

なぜだろうかという感じでした。木曜日になると、

日頃はしない整髪をして、身だしなみを整えて出て

会員の獲得に努力したいと思います。

いたのが非常に記憶に残っています。なぜ、彼がそ
んなにロータリークラブが好きだったかというと、
仲の良い友人がクラブにいらっしゃったからではな

それでは会長からアドバイスをいただきたいと思
います。

いかと思います。先ほどの松本先生と仲が良かった
ように思います。私には、残念ながらそのような出

津々良会長

「先ほども話が出ましたけれども、ク

会いがないように思います。先ほど河村さんが言わ

ラブのまとまりが大変良いというのは本当にそ

れたように、３つのクラブに分かれてこのような人

の通りだと思いますけれども、現状２９名で、

数でやっていくのは厳しいかなと思います。

宇佐３クラブの中では一番会員が少ない状態で
す。今は良いですが、歳もとりますし、若い方

うちのクラブには３名の女性会員がいますが、宇

にも入っていただかないと、宇佐ロータリーク

佐ロータリークラブに入られてどのような感じなの

ラブに将来の希望が見えなくなると思います。

か、また会員を増やすためにも女性への勧誘も必要

とにかく会員を入れましょう、ということで候

かと思いますのでご意見をお聞かせください。

補がいれば、どんどん私や会員増強委員長にお
知らせいただければと思います。」

本庄会員

「私の場合は特殊ですので参考になるか

どうか分かりませんが、若い頃からロータリー

ありがとうございました。

に係わっていましたので、ロータリークラブや
その理念が好きでした。そして、そのような状
態で誘われましたので、二つ返事で入会しまし

出 席 報 告

た。なぜ、ロータリーが好きになったかといい

第2142回（2月3日）

ますと、ローターアクト時代に色々な行事でよ

会 員 総 数

その国や地区のロータリー関係の人と会い、と

出

リアンは皆さんやさしくて、面白くて、また一
癖あって、人間的にすごく良いと感じていたこ
ともあります。女性会員に関しては、それぞれ
のクラブのみんなの会員の考え方を優先してい
せない」というクラブもありますし、先週の小
倉クラブでもはっきりとそう言われました。で

29 名

（内出席免除）

ても楽しかったことがあります。そしてロータ

くのが良いと思います。実際、「女性は入会さ

出口幸太郎委員長

席

0名

数

23 名

（ 内 事 前 MU）

0名

欠

席

数

6名

出

席

率

７９．３１％

欠席者
岩井謙次会員、新開洋一会員、末宗為十会員
中村明美会員、藤本博和会員、松永忠明会員

すから、クラブ内で話し合い、人数も決めると

※出席率の更正

良いと思います。女性でもやる気のある人はい

◎1月27日の出席率は2名のメークアップ

ると思いますが、例会に来やすい雰囲気を作る
と良いと思います。」

により72.41％→７９．３１％に更正
事後MU

末宗為十会員（宇佐八幡RC）
本庄伸子会員（小倉RC）

ありがとうございました。うちのクラブの例会は、
とても雰囲気がいいと思います。昨年親睦委員長を
しましたが、例会に私よりも先に来ていらっしゃい
ます山井先輩なんかは、早く来て大きな声で挨拶を
されます。そういう予呼びかけをされますと、新入
会員なんかは本当にうれしいと思います。貴重な話
をいただきましたので、これを糧にあと半年、新入
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