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３月は識字率向上月間

陵王面

花見例会 19時～ 米沢観光園
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
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＊４月の行事予定＊

＊本日のプログラム＊ （3月31日）

第２１４９回例会

会

7日
14日
21日
28日

平成２３年

内部卓話 山井辰夫会員
内部卓話 本庄伸子雑誌会報委員長
職場訪問例会 宇佐ポリマー(株)
内部卓話 PETS･地区協議会の報告

３月２４日

の記録

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

津々良洋一会長
内閣府のだした被災総額は、１６兆～２５兆円に

皆様こんにちは。
いよいよ年度末架橋に迫って参りました。今日は出

のぼるとの試算です。阪神・淡路大震災の約１０兆

席が少ないようですが、私も休みたい気持ちです。

円を大幅に上回っており、企業の生産が減少するこ

ところで、東日本大震災については、被災の規模は

とで、１１年度の実質国内総生産（ＧＤＰ）を１・

どんどん大きくなるばかりで、死者・不明者を含め

２５兆～２・７５兆円程度減らし、率では最大で

ると27,000人という数にふくれあがっており、確認

０・５％程度、押し下げるとみられています。一方、

できた死者はまだ8600人程度で行方不明者は18,000

復興に向け官民の投資が増えるため、差し引きでは

人にのぼっているそうです。身内の方の思いは何と

１１年度の実質ＧＤＰを０・５～１・２５％押し上

も言えない気持ちだと思います。

げるとのシナリオも示しております。ただ、試算に
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は福島第一原子力発電所の事故や計画停電の影響は
含まれていない。実際の被害額はさらに膨らむのは

５．お知らせ
1)次週3月31日の例会は、時間と場所を変更して

確実で、ＧＤＰをさらに押し下げる見通しだそうで

「花見例会」です。１９時～ 米沢観光園

す。また福島第一原発に於いては、まだまだ予断を

出欠を回覧致します。

許さない状況であり、放射能漏れも深刻な問題とな

2)豊後高田RCの50周年（3/26）に乗り合わせて

っております。都のすいどうが汚染されたとの情報

行かれる方は、１３時にトキハ２Ｆ駐車場に

も入っております。何とか収束を願うばかりです。

集合して下さい。
６．欠席連絡
河村正一会員、新開洋一会員、廣瀬辰彦会員

幹 事 報 告

幡手一義幹事

藤林鋭司会員、本庄伸子会員、松永忠昭会員
山上明宣会員

１．来信
1)宇佐2001RCより「創立10周年記念式典のご案
内」 5月15日(日) リバーサイドホテル宇佐；

７．本日の当番
住本憲彦会員、津々良洋一会員

パンフレット配布
2)ガバナー事務所より「2011年4月1日以降のロー

委 員 会 報 告

タリー財団寄付について」
3) ガバナー事務所より「地区大会落し物につい
てお尋ね」（デジタルカメラ）

◎親睦活動委員会

藤本博和委員長

みなさん、こんにちは。元気を出してください。

4)ガバナー事務所より「ＲＹＬＡ出席のお願い」

少ない人数ですが、元気を出しましょう。義援金の

5)次年度 地区インターアクト委員会より「次年

ために親睦旅行の中止を皆さんに諮りましたところ、

度インターアクト行事について(アンケート)」
6)米山梅吉記念館より「館報 17号」

賛同をいただきましてありがとうございました。
今度の花見例会では、趣向を変えまして「利きビ
ール大会」を開催します。親睦旅行の分までささや

２．例会変更
中津中央RC：①4月5日(火)の例会は、同日18:30
～「一期一会」に変更；花見例会の為

②4月

かに楽しんでください。米沢農園で７時からです。
会費は 4000 円です。

26日(火)の例会は、同日12:30～「福沢茶屋」に
変更；向笠公園清掃例会の為
その他

津久見RC、大分中央RC、大分1985RC、

◎末宗為十会長エレクト
ＰＥＴＳで言われました次年度の行事予定を先に

大分RC、大分城西RC、大分臨海RC、大分東

発表します。８月１８日が当クラブの公式訪問です。

RCより

また、７月３０・３１日はインターアクト年次大会
が湯布院であります。ご協力よろしくお願いします。

３．週報受理
中津中央RC、津久見RC
４．理事会報告
1)４月のプログラムについて
7日
14日

内部卓話 山井辰夫会員
内部卓話 雑誌月間にちなんで
本庄伸子委員長

21日

職場訪問例会 宇佐ポリマー(株)

28日

内部卓話 PETS・地区協議会の報告

2)宇佐2001RC10周年（5月15日(日)）の登録につ
いて、全員登録と致します。
3)東北地方太平洋沖地震義援金について
；3月22日に会員各位へFAXでご報告した通り
です。本日再度ご意見をお聞きします。

ス マ イ ル カ ― ド

藤本博和委員長

津々良洋一会長：先週忘れていました。3/14先輩に
学ぶ授業では講師の皆様お世話になりました。
（磯永会員、藤本会員、廣瀬会員、幡手幹事）
末宗為十会員：3月19日・20日熊本へ会長エレクト
研修セミナーへ行ってきました。疲れました。
石部幸二会員：長男が20才の誕生日を迎えましたの
で酒を酌み交わしました。なかなかよいもので
すね。
藤本博和会員：17日に赤十字に寄付に行って来ました。
本庄伸子会員：震災の番組をずっとテレビで見てい

たらだんだん体調が悪くなっていくような気が
します。映画やお笑い番組も探して見るように

◆幡手一義幹事
本庄さんから今日は欠席ですが、
大会報告のＦＡＸが来ていますの

しました。
砂山正則会員：申し訳ありません。職業奉仕の為、

地区大会は震災の翌日でしたが、

早退いたします。

ニコニコ累計

で代読します。

３８５，５００円

ＲＩ会長代理が塩釜ＲＣの方だっ
たので、偶然とはいえ驚きました。みんな、地区大
会を盛り上げようと頑張っていましたが、なんとな

内 部 卓 話
地区大会の参加報告
◆津々良洋一会長

く重苦しい雰囲気でした。懇親会では、ＡＰＵの学
生の出し物や会場コンパニオンなどが工夫されてい
て良かったです。石部先生運転ありがとうございま
した。

ということです。

地区大会の参加ということで、
実際に参加したのは８名です。登

続きまして、私の報告をさせていただきます。

録はしましたが、出席できなかっ

私は一人で別府に泊まることになったので別の車で

た方が２～３名いらっしゃいまし

行きました。別府にいる私の娘が出産予定で、部屋

た。１１名の登録でした。高田ロ

が空くと思っていましたが、まだ生まれていません

ータリークラブがすごく多くて３５人くらい来てい

でした。

ました。５０周年もあるからだと思います。宇佐八

私は、２日目の報告をさせていただきます。２日

幡が１６名ぐらい、２００１が１２名でうちより一

目は、桑原さんは朝一番の飛行機で帰られたそうで

人多いです。土曜日は参加しましたが、仕事の関係

す。地区研修リーダーが挨拶をしているときに、携

で少し早く帰りまして、翌日も朝出席でしたので磯

帯電話で桑原さんから羽田に到着したという電話が

永会員と一緒に参加しました。翌日は幡手幹事と磯

入ったそうです。羽田から塩釜までは、各地区のロ

永ガバナー補佐の３名でした。日曜日はいい話があ

ータリーアンが車を出してリレーで送ったそうです。

りました。

本当にロータリークラブはすごいと思いました。そ

ＲＩ会長代理が東北の方で、塩釜ロータリークラ

して、桑原さんの自宅は、津波から免れたそうです。

ブの桑原茂さんといいまして、まだ５６歳くらいの

娘さんは、仙台から自宅まで６時間かけて歩いて自

若いかたでした。飛行機で仙台から福岡に到着して

宅を確認したそうです。事業所はたくさん流された

すぐに地震が起こって、仙台空港の駐車場の映像で

そうです。

自分の車が流されているのが分かったようです。そ

会長幹事、ガバナー補佐の会議では、決議案の第

れでも、責任感の強い方で、地区大会に出席し、役

９条に震災の支援決議を１つ加えました。本会議に

割を果たしてからお帰りになりました。大変胆の据

入りまして、ガバナーノミニーの紹介がありました。

わった方だと思いました。そのへんからも今回２７

大分の岡村さんです。この人は初めてのローターア

２０地区が全面的に支援をしたいということになっ

クト出身のノミニーだそうです。記念講演は前日の

たのではないかと思います。

予定でしたが、飛行機が飛ばなかったので日曜にな

今回は大会の中にも、直前に起こった震災の影響

りました。２５８０地区の前川昭一パストガバナー

が出ていまして、なんとなく締まった雰囲気があり

の講演でした。昭一さんというくらいなので昭和１

ました。大会役員の方は忘れられない大会になった

年生まれかと思いましたが、昭和２年生まれの８４

と思います。２日目もわりと人が残っていて、空席

歳でした。ものすごく元気な方で立ち居振る舞いか

はそれほど目立ちませんでした。

ら話し方まで７０歳くらいのように見えました。こ

磯永ガバナー補佐の分区の各クラブ紹介も、一言

の方がガバナーをされていたときは、タイのビチャ

ずつコメントを交えながらの紹介で素晴らしかった

イさんがＲＩ会長されていた時で、「慈愛の種を撒

です。ガバナーよりもガバナーらしい雰囲気を出し

きましょう

ていらっしゃいました。

した。これを和訳するときにＬｏｖｅ（愛）を慈愛

Sow the seeds of love」というテーマで

と訳したのがとても良かったそうです。このような
英語を日本語に訳すのはとても難しく、四つのテス
トも、本来の意味とは少し違っているようです。

＜東日本大震災の義援金について＞
・津々良会長
当クラブからは一人当たり５０００円、親睦委員

講演では、戦争によって山に隠れている戦前のフィ

会と社会奉仕委員会から行事を中止しまして約２５

リピン入植者たちを支援する「バギオ基金」につい

万円の計４０万円（一人当たり１３８００円くら

て話されていました。また、ロータリーの奉仕につ

い）を寄付しようと思います。また、その件に関し

いて、「ロータリーにしか出来ない奉仕をしてほし

まして、ＰＥＴＳ（会長エレクト研修セミナー）に

い」といっていました。小さなチマチマとした奉仕

出席された末宗副会長から説明していただきます。

はやめて、仕分けをしたらどうか、大きなことに集

・末宗副会長

中してやったらいいのではないかということです。

こんにちは。先週の土日にＰＥＴＳ出席するため

また、会員増強については、魅力あるロータリーク

に熊本に行ってきました。寄付の件ですが、ガバナ

ラブを作らなくてはいけない。ロータリークラブの

ーより、「今回の災害では、地区から５０００万円

魅力とは何か、いうとそれは卓話ではないか。東京

くらい（一人当たり２万円くらい）の寄付をしたい。

のほうでは卓話者がかなり多くリストアップされて

皆さんのほうもロータリークラブ以外からの寄付が

いるそうですので、私たちの地区でもそういうこと

あるとは思いますが、このような未曾有の災害です

が出来れば、と思っています。

から、どちらもしてほしい」というような話があり

１２日の夜は娘のところに泊まったのですが、そ
の２日後には孫が生まれました。

ました。
・津々良会長
色々と会員の皆様からの意見を聞きましたが、理
事会などで協議しました結果、最初の金額に決定し

◆磯永喜八郎ガバナー補佐
ガバナー補佐という役を今年は
していましたので、何かと心配を

ます。ロータリークラブ以外での支援活動をしてい
る方もいらっしゃると思いますし、それぞれの活動
もよろしくお願いします。

していました。地区大会の時に第
２分区のクラブ紹介があるのでそ
れぞれ紹介をしましたが、１２分

出 席 報 告

区ある中で私が一番年長でした。
２日目の前川さんの話の中で一番感激したのはフ
ィリピンに住むある３兄弟が長男は日本軍のために
働いて殺され、次男はフィリピンのために働いて殺
され、三男はそれで悩んで自殺してしまうという悲
劇を前川さんが発掘したということです。いつの時
代もこうやって国のために末端の人たちが犠牲にな
って行くことを上層部は知らず、このようにして前
川さんのような人が見つけてくると言うことに感激
しました。
最後に、前川さんが言ったように寄付とか色々な
行事がたくさんありますが、小さいことはしなくて、
クラブでまとまったことをしなさいということです。
だから、クラブの会長が一番強く、地区やＲＩより
も率先して引っ張って言って欲しいと思います。

出口幸太郎委員長

第2149回（3月24日）
会 員 総 数

29名

（内出席免除）
出

席

0名

数

20名

（ 内 事 前 M U）

4名

欠

席

数

9名

出

席

率

６８．９７％

事前ＭＵ
河村正一会員、藤林鋭司会員（地区大会）
廣瀬辰彦会員、本庄伸子会員（先輩に学ぶ授業）
欠席者
小野田義文会員、河野千佐子会員、辛島光司会員
是永潤一会員、新開洋一会員、中村明美会員
松永忠昭会員、山上明宣会員、米澤哲也会員
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