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それでこそロータリー
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なし

会 長 の 時 間

津々良洋一会長

皆様こんにちは。ここ数日、久方ぶりの連日の雨と
なっており、気温も少し肌寒い日々となっていますが、

記録的な渇水が少しでも解消されるといいのですが。
さて、5月も最後の例会となり、残すところ1月とな

会社も、暖房を片付けていたのですが、再度欲しくな

りました。やっと、毎週の例会のこの時間も、体に染

っております。

みつき、あまり負担にならなくなってきたところで、

梅雨入りも、九州南部では、今週初めに入ったとの

これもあと一月かと思うと、少し寂しい思いもすると

ことで、今年は例年より一週間以上早く、例年で南部

ころです。と言いたいところですが、そんなことはな

（5月末）、北部6月上旬、昨年が、少し例年より遅く

く、やっと解放されるかと思うと、昨年の今時期のブ

6月20日でしたが、北部も大体例年5日頃ですが、もう

ルーな気持ちから、今はスカイブルーな思いが致して

梅雨入りに入っているのでは無いかと思われます。ま

おります。しかし、今年度を振り返ると、クラブ会長

た、台風2号もフィリピン東部をゆっくりと九州に向
かっているようですが、（昨年は九州には台風が全く

として何にも出来ない年度だったと、反省しきりです。
特に上げると、クラブ奉仕（言い換えるとクラブ活

ない年でした）このまとまった雨で、今年に入っての

性化）です。
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活性化にはどうしたら良いのか。これは、私もかな
りはき違えていましたが、外に向ける活動も確かに必
要です、それと同時に、まずはクラブ内における活性

更；夜間例会の為
杵築RC：6/9(木)の例会は、定款第6条第1節に基づ
き休会

化が重要なような気がいたします。（充実が必要）こ

その他クラブ･･･大分1985RC、大分RC、大分城西

れは魅力あるクラブになる為に必要な事ではないかと

RC、大分南RC、大分東RC、大分臨海RC、湯布

思います。本来ロータリーの基本である「奉仕を学ぶ

院RC、別府RC、別府北RC、別府東RC、別府中

場」として例会として、例会の重要性を認識していた

央RC

だき、皆様に例会出席して頂くよう、努力が足りなか

３．週報受理

ったように思います。クラブ活性化には、例会出席が

中津RC、中津中央RC、別府RC、別府東RC、

基本であるように思います。今日のような状況、今の

別府中央RC

クラブの現状を見ると、火を見るよりも明らかです。

４．理事会報告

＝＝先週もそれとなく言いましたが、例会出席は、ロ

1)６月のプログラムについて承認致しました。

ータリーの特色で、奉仕を学ぶ場として必要不可欠な

2日 内部卓話 米澤哲也会員

もので、例会をそういった場とすべき事に努めること

9日 内部卓話 住本憲彦会員

が重要であり、一番努力すべき事であるように思いま

16日 クラブフォーラム

す。例会出席者が少ないと、例会も活気が無く、クラ

23日 内部卓話 磯永喜八郎会員

ブも活性化されないように思います。これには出たく

30日 クラブ協議会「年度の活動報告」

なるような例会に出来ない、会長としての責任もあり

会長・幹事・四大奉仕委員長

ますが、是非とも、例会出席に努めるようお願いいた

※19:00～ かんぽの郷宇佐
５．お知らせ

します。＝＝
新しい年度も近づき、新年度会長も、次年度準備に
追われる日々となっているかと思います、今年度も、
残すところ本日を入れ、あと6回の例会、如何に次期

1)出欠の回覧をしています。
①定款細則セミナー ②登山同好会
６．欠席連絡

年度に引き渡せるかを考え、この残された一月を遂行

石部幸二会員、藤本博和会員、松永忠昭会員

したいと思います。

和田久継会員
７．本日の当番
磯永喜八郎会員、岩井謙次会員

幹 事 報 告

幡手一義幹事

１．来信
1)宇佐2001RCより「創立10周年記念式典の御礼
状」；回覧
2)ガバナーエレクト事務所より「本田ガバナーエレ
クト2011－12年度挨拶及び年度方針、顔写真」
3)第2520地区ガバナーエレクトより「東日本大震災
の報告」ガバナーエレクトより「次年度義援金の

委 員 会 報 告
◎社会奉仕委員会

住本憲彦委員長

２８日(土)７：００より桜並木の整備とフラワーロ
ードの水遣りを行う予定です。
雨天の場合は中止します。当日朝雨が降っていたら、
委員長の携帯へ確認をお願いします。

お願い」；回覧
２．例会変更

◎次年度社会奉仕委員会

砂山正則委員長

宇佐八幡RC：①5/27(金)の例会は、同日19:00～

次年度の社会奉仕委員会を６月２日(木)翔山で行い

「居酒屋蔵」に変更；新入会員入会式並びに歓迎

ます。委員会以外の方も希望がありましたらどうぞご

会の為 ②6/24(金)の例会は、同日19:00～「リバ

参加ください。

ーサイドホテル宇佐」に変更；大納会の為
中津中央RC：①6/7(火)の例会は、同日12:30～「慶

◎長浦会員より長洲「浜の市の案内」

応アカデミー中津本校」に変更；東日本大震災チ

長洲「浜の市」では、５月と６月はイカをメインに

ャリティー職場例会の為 ②6/28(火)の例会は、

した「いかん祭り」を開催しています。２９日(日)は

同日18:30～「グランプラザ中津ホテル」に変

是非お越しください。

ス マ イ ル カ ― ド

藤本博和委員長

も多く報われる)」を発表する。第2回全国大会(ポー

津々良洋一会長：①次年度国際奉仕委員会ではお世話

トランド)において、ベンジャミン・フランクリン・

になりました。 ②広瀬ロータリー情報委員長卓話

コリンズ(ミネアポリスRC)が「Service above self (超我

楽しみにしています。

の奉仕)」に関するスピーチを行いロータリーの基本

末宗為十会員：次年度国際・職業奉仕委員会では本庄

的な精神について述べました。また、ガイ・ガンディ

委員長・佐藤委員長他会員の皆様には大変お世話に

ガーによりA Talking Knowledge of Rotary (ロータリー

なりました。他の委員会もよろしくお願いします。

通解)が著されました。この中に、あたかもロータリ

大分県舗装協会ソフトボール大会で本社(株)末宗組

アンの例会出席は電流でつながっているかのようなも

が優勝しました。

のである。色んな業界から発電される電流が、あっち

廣瀬辰彦会員：本日ロータリー情報の卓話をさせて頂

からもこっちからも繋がって、ロータリークラブの例
会を通じて全てのクラブ会員が電流に交流し合い、そ

きます。
新開洋一会員：皆様に良い事がありますように!!!

の中で実力を感受し人格が形成されるのである。と述

佐藤憲三郎会員：5/24職業奉仕委員会の集まりでは会

べています。そして、その人格の形成は、それぞれの

長、幹事、参加の方々お世話になりました。

職業を通じて地域社会の全体に放流され、これが社会

広瀬先生卓話楽しみにしております。

改良の源泉となる。だから、ロータリーの例会はどん

藤林鋭司会員：広瀬先生本日の卓話楽しくして下さい！

なことがあっても欠席を認めない。という、当時非常

小野田義文会員：職業奉仕委員会では大変お世話にな

に厳しい精神を貫いていたと思います。当初、理論派
の人が、色んなロータリーの精神を述べました。その

りました。
本庄伸子会員：先週は次年度国際奉仕委員会にお集ま

後、社会奉仕が行われるようになり、１９２０～２３

りいただきまして、ありがとうございました。又し

年ごろにはどのクラブでも社会奉仕を行っています。

ないといけないようです。よろしくお願いします。

その頃に、ある医者が身体障害者の世話や手助けを、

住本憲彦会員：職業奉仕の為早退させて頂きます。

ロータリーを利用して、ロータリーを使って行いたい

長浦善德会員：職業奉仕の為帰ります。

という目的をもってロータリークラブに入りました。

ニコニコ累計

これが、後にロータリーが分裂しかねないほどの問題
４７７，５００円

となりました。この本の125ｐです。「そのようにし
て月日の推移とともにようやく台頭してきたのはロー
タリー内部の思想の対立であった。ロータリーの適用

内 部 卓 話

性において、最も重要で最も優秀な機能の一つと考え

「ロータリー情報」前編
廣瀬辰彦ロータリー情報委員長

られた職業奉仕の支持者は、社会奉仕が多くのクラブ、
ことに比較的小さな土地におけるクラブの関心を容易

皆さん、こんにちは。年度当

に独占したという事実を、ある種の羨望を持って眺め

初に「ＴＨＩＳ Ｒ ＯＴＡＲ ＩＡＮ

るようになった。」ということで、職業奉仕を頑張っ

ＡＧＥ」を使ってロータリー情

ていた方も社会奉仕の台頭で羨望の思いを持っていた

報を皆さんと一緒に勉強してい

ということが書かれています。

ましたが、今日は残りの分を一
緒に勉強したいと思います。

126～127ｐに、「少年問題に関する事業は、数年の
間、舞台の中心を占領していたが、やがて１つの競争

１９０５年に青年弁護士ポール・ハリスは、３人の

者が現れた。すなわち、オハイオ州エリリア市の優秀

仲間と共にロータリークラブを作りました。当時のシ

な一市民が、ある案件を携えてロータリーに入り込ん

カゴは、経済の発展が著しく、同時に商業道徳が欠如

できたのであった。彼はその抱懐する計画（心に思う

していた状況でした。その中で、田舎から出てきた青

計画）に配するに、ロータリアンの背景をもってしよ

年弁護士ハリスは自分が育った村の友愛をそのままシ

うとする、特殊な目的を持ってロータリークラブに入

カゴに持ち込みたいと、ロータリークラブを作りまし

会を申し込んだ。その計画とは、すなわち身体障害児

た。当初、親睦と相互扶助ということでスタートしま

の保護・施療・教育であった。このエドガー・アレン

したが、１９１０～１１年に第1回全国大会(シカゴ)

について物語ることは、古今を通ずる最大の人道支援

が開催され、同大会においてシェルドンが「He

的貢献の１つを記録することである。彼が、不幸な児

profits most who serves best (最もよく奉仕する者、最

童のために、その自然な権利であるべき生活圏を確保

しようとするに当たって、その運動の本拠にロータリ

出 席 報 告

ーを選んだことは、ロータリーにとり、多大な名誉で
あったと言わざるを得ない。かくして、国際身体障害
児協会は、主としてロータリアンの努力を通じ身体障
害児の福祉増進を目的とする四十有余の州機関、およ
び地方機関を樹立している。」ということです。エド
ガー・アレンが入会したことを、ポール・ハリスは本
当に名誉に思ったということです。また、「他面、職
業奉仕すなわち各実業界及び職業界に向かって、高尚
な倫理基準と理想との醸成設定を期する奉仕こそロー
タリー本来の機能の中で最も重大視するべきものであ
る、と主張していたロータリアンは、またその方面の
寄与に怠りはなかった。すなわち、彼らの尽力によっ
て、合衆国内に設立された実業家・職業人の全国的団
体は、少なからぬ数に上り、それら団体の多くはロー
タリーの倫理基準を採用するところとなったので

出口幸太郎委員長

第2157回（5月26日）
会 員 総 数
（内出席免除）
出

席

数

29名
0名
25名

（ 内 事 前 M U）

5名

欠

席

数

4名

出

席

率

８６．２１％

事前MU
河村正一会員、藤本博和会員
（以上2名 ﾆｭｰｵｰﾘﾝｽﾞ国際大会）
石部幸二会員、松永忠昭会員、和田久継会員
（以上3名 宇佐2001RC10周年）
欠席者
岩井謙次会員、河野千佐子会員、中村明美会員
米澤哲也会員

る。」そして、129ｐに「また指導者中のある者は、
社会奉仕にあえて反対ではないが、クラブはクラブと
して直接その方面に参与すべきものではなく、他の団
体の主導するこの種の運動にクラブ員が個々に参加す
ることを奨励する程度に留めるべきである。ただし、

ニューオーリンズ国際大会に出席してきました！
河村正一会員、藤本博和会員

他に適正な団体の存在しない場合が稀にあるとすれば、
その出現を見るまでロータリーが運動を主導するのも、
またやむを得ぬであろう。」ということも述べていま
す。「結局、ロータリーが１業種１代表員の会員制度
を持続する限り、言論的唱導機関に留めるべきであっ
て、要望のあることを世に訴え、これに対応する運動
の誘発に助力を与えることを最善の道とすべき、とい
うのが理論派の見解であった。」
～後編に続く～

鐘 発行 平成２３年６月２日

