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＊７月の行事予定＊

＊本日のプログラム＊ （7月7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 末宗会長、石部幹事
「新年度活動方針」
６．出席報告

第２１６２回例会

会 長

7日
14日
21日
28日

平成２３年

内部卓話
内部卓話
内部卓話
内部卓話

末宗会長、石部幹事「新年度活動方針」
５大奉仕委員長「新年度活動方針」
津々良洋一会員「定款細則ｾﾐﾅｰ報告」
河村正一会員、藤本博和会員
「国際大会の報告」

６月３０日

の記録

最終例会 かんぽの郷宇佐 19:00～
 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

津々良洋一会長

いよいよ本日がクラブ会長最後となりました。
昨年7月1日に始まり、本日6月30日で終わるとい

さて、会長の時間も最後です、これで終わるのも
少し寂しですのでちょっと時間を頂きます。

う、１年間びっしりと詰まった例会のなか、個人的

昨日早朝テレビを見ていましたら、NHK教育テ

には大病もせず健康も害せず努められたことは、大

レビで１００分ｄｅ名著という番組があり、Ｐ・

変嬉しく思います。思いますと小学校の皆勤以来の

Ｆ・ドラッカー『マネジメント』が取り上げられて

充実感を感じます。が、クラブにとると少し話が違

おり、見入ってしましました。

って参ります。もう少し大局的に考えた活動が出来

ドラッカー『マネジメント』上田惇生翻訳は、有

たのではないかという思いが募って参ります。しか
し、本日で任期も終わる事です、余り考えすぎず今

ます。そして、これを基にしてかかれ、流行語にも

後に生かすと言うことで、皆様のご理解、ご容赦頂

なっている岩崎夏海氏の『もしドラ』『もし高校野

きたいと存じます。

球の女子 マネージャーがドラッカーの「マネジメ

ＵＳＡ- ＯＩＴＡ
事務局

名で65万部を売り上げ、読まれた方は多いかと思い

第２７２０地区

宇佐ロータリークラブ
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ント」を読んだら』こちらは250万部を売上げてい
るそうです。

会の繁栄はない」といっており。
これを聞き、ロータリーにおいて、「会員一人一

このお二方を交えて解説される番組でしたが、

人が自らを律して動かなければ、クラブの繁栄は無

『もしドラ』岩崎夏海氏は『マネジメント』を読ん

い」と言われているように感じました。以上で終わ

で、命をかけた文面に感動し、『マネジメント』を

ります。

翻訳した上田惇生氏は、『もしドラ』を読んで、伝
えたかったことすべて書かれており、読んで涙した
と言われております。
この番組の中で紹介された話に、興味深い話が何
点かあり、ご紹介いたします。
ドラッカーは、未来を予測し完璧なまでに的中さ
せており未来学者と呼ぶ人もいたそうですが、その

幹 事 報 告

幡手一義幹事

１．来信
1)本田ガバナーエレクトより「東日本大震災の義
援金についての説明」
2)次年度ガバナー補佐（くにさきRC・小野氏）

ことについてドラッカーは「未来について確実に言

より「公式訪問のスケジュールについて」

えることは２つしかなく、ひとつは、未来は分から

3)湯布院RCより「創立20周年記念式典の御礼」

ない、二つめは、未来は現在とは違う、ということ

4)日出RCより「次年度事務局移転のお知らせ」

で、未来を知るための方法としても二つあり、ひと
つはすでに起こった未来を見ること（すべての未来
は今あることの実現）、もうひとつの未来を知る方
法は自分で未来をつくること」と言っています。
未来を作るとはどういう事か、難しいことのよう

２．例会変更
杵築RC、大分RC、大分城西RC、大分東RC
３．週報受理
中津中央RC、中津平成RC、大分キャピタルRC
津久見RC

にも思えますが誰にでも簡単にでき、例えば、子ど

４．理事会報告 なし

も一人作れば人口は一人増え、事業を興せば雇用を

５．お知らせ

生み出す。結局未来そして歴史は、こういったビジ

６．欠席連絡

なし

ョンを持つ一人一人の人間が作ってゆく物である。

小野田義文会員、藤久保茂己会員、廣瀬辰彦会員

そして企業の目的についても触れており、通常企業

藤本博和会員

目的といえば、営利組織であり営利団体と答える方
は多いと思います。しかし彼は「利益を企業の目的
にしてはいけない」といっており、利益は企業が存
続していくための条件でありコストであり目的では
ない。
で、何かというと、目的は「顧客を創造するこ
と」にあると言っています。「顧客を創造するこ
と」とは、顧客のニーズに応える努力をするという
ことを意味しており、企業とは、この社会で暮らす
みんなに、「便利さや快適、喜びを届けるために存
在し、それによってよりよい社会が作られてゆく。
それが企業の存在理由で、利潤はそうした活動を続
けていくために必要なだけで、それ自体目的ではな
い」という考えです。
つまり、会社は社会の為に存在し、利益のためで
はなく、人間を幸せに導く為に存在している。
ロータリーの職業奉仕に通ずる物があるように感じ
ます。
そして最後にこのマネジメント（経営管理）は、
現在の多様化した時代、そして来る時代は社長や管
理者たちが学ぶべき物でなく、「組織のメンバー全
員が、自らを律する帝王学を身につけ、全員がトッ
プのように働かなければ、組織の成功、ひいては社

ス マ イ ル カ ― ド

藤本博和委員長

津々良洋一会長：皆様には一年間お世話になりあり
がとうございました。
幡手一義幹事：みなさんのおかげで１年間幹事を務
めることが出来ました。誠に有難うございました。
末宗為十会員、石部幸二会員：会長、幹事１年間ご
苦労さまでした。皆様次年度もよろしくお願いし
ます。
佐藤憲三郎会員：津々良会長、幡手幹事一年間本当
にご苦労様でした。今日はゆっくり、たっぷり飲
んで下さい。
是永潤一会員：年度最後の例会、役員・理事の皆様
お疲れ様でした。
本庄伸子会員：週報おわったー!!やったー!! 辛島さ
んがんばれー!!
岩井謙次会員、臼杵 確会員、河村正一会員
砂山正則会員、住本憲彦会員、出口幸太郎会員
長浦善德会員、藤林鋭司会員、藤本博和会員
松永忠昭会員、山井辰夫会員、事務局秋野
津々良会長、幡手幹事一年間ご苦労様でした。

ニコニコ累計

５４９，５００円

ク ラ ブ 協 議 会
「年度の活動報告」
■職業奉仕委員会 臼杵確委員長
津々良会長、幡手幹事、一年間お疲れ様でした。
職業奉仕委員会としましては、今年度テーマを３
つ挙げていました。
職場訪問は藤林会員にご尽力いただきまして、工
場見学をさせていただき色々と説明もしていただき
ました。
四つのテストをつきに１回歌うことは、例会の中
で継続しています。
ただ、会員の職業の紹介を考えていましたが、ど
のような形にしようかと悩んでいる間に時間が過ぎ
てしまいました。次年度も副委員長をさせていただ
きますので、委員長と一緒に考えて行きたいと思い
ます。よろしくお願いします。
■社会奉仕委員会 住本憲彦委員長
社会奉仕委員会です。昨年の７月１日から１２月
まで体調不良のため何もやっていません。フラワー
ロードの花が枯れたのは、昨年の冬の寒さの厳しさ
のせいなのか、手入れを怠ったせいなのか定かでは
ありませんが、今年の４月にフラワーロードの改植
という形で新しい花を植えました。草刈は２度行い
ました。社会奉仕委員長としては、ほとんど活動が
出来ず、津々良会長、幡手幹事、申し訳ありません
でした。次年度は砂山委員長の下で枯らさないよう
に頑張ります。また一年間よろしくお願いします。

いてきて、委員長の皆様にはお願いすることが多い
と思いますがよろしくお願いします。
■幡手一義幹事
こんばんは。一年間本当にあ
りがとうございました。色々な
ことがあって、何を話したらよ
いかまとまっていませんが、皆
さんのご協力のお陰で、自分に
とっては大変充実した実りのあ
る一年間でした。ありがとうございました。感謝し
ています。
全州に行ったのが一番嬉しかったです。初めて全
州に行って、ロータリークラブの良さも分かりまし
た。まだ、半分ぐらいしか良さは分かっていないと
思いますが、研修などに行って勉強したいと思いま
す。
反省点としては、２人退会者が出ましたが、もっ
とロータリーの行事に参加していたら退会が防げた
のではないかと思っています。
ロータリークラブは奥が深く素晴らしいところで
すから、また一年間頑張って行きたいと思います。
皆さん、ありがとうございました。
■津々良洋一会長
いよいよクラブ会長として、
最後の反省（ではなく一年の
活動報告）をいたします。
まずは、幡手幹事、是永

■国際奉仕委員会 河村正一委員長
全州に行きました。その時は９人でした。本庄さ
んのお手伝いで是永さんに同行していただき、通訳
をしていただきました。そして、姉妹結縁が無事に
できました。
オーストラリアからは、ピーターさんもお見えに
なりました。
また、国際大会に４名エントリーはしましたが、
旅行の日程が長くなりますので無理があって、最終
的には藤本会員と２人で行って参りましたので、そ
の報告は２人で来月させていただきます。

ＳＡＡ、出口出席委員長
一年間の出席はもとより、運
営には色々とご負担をお掛けしましたが、文句も言
わずご協力いただきまして感謝申し上げます。
そして、各委員会では
・クラブ奉仕

ートいただきました。
・職業奉仕

臼杵

確････職場訪問の実施、そし

て職業奉仕セミナーでは朝早い清掃活動後で非
常に眠たい中、講演を聴いたのが懐かしい思い
出となりました。
・社会奉仕

■クラブ奉仕委員会 末宗為十委員長
今年度一年間、津々良会長の
下で勉強しなければいけないと
思いつつ、皆様のお世話になり
っぱなしでした。
また一年間頑張ってやって行
きたいと思います。会長が近づ

末宗為十････陰ながら何かとサポ

住本憲彦････大病を患いながらも、

常に奉仕活動を気にして頂き、感謝致します。
・国際奉仕

河村正一････西全州ＲＣとの姉妹結

縁延長訪問、そして、世界大会への出席と素晴
らしい活動をして頂きました。
・ロータリー情報

廣瀬辰彦････昼食時間を利用

したＰ・Ｈ著「ロータリーの理想と友愛」の解
説をしていただき感謝申し上げます。

・親睦活動

藤本博和････震災の影響で親睦旅行

最後に、磯永ガバナー補佐におかれましては、大

自粛し寄附にまわして頂きまたお祝い等前例の

分第二分区ガバナー補佐として、体調が優れない中

ない取り組みをし、良否は抜きに今後の礎には

にも、一年間クラブの代表としてお努めいただき感

なったかと思います。

謝申し上げます。今後も、クラブの為、ご助言そし

・プログラム

新開洋一････外部卓話では、こち

らも前例のないＡＰＵ留学生の連チャンによる
卓話等のご努力に感謝致します。
・新世代

米澤哲也････ＩＡ年次大会・募金活動

等、新世代のみならず韓国訪問等ご参加いただ

てサポートをお願いしたいと存知ます。
つきましては、回覧しておりますが、7月7日(木)
夜ちよせにて、感謝の気持ちをこめ、慰労会を行い
たいと思います。どうぞご参加の程、宜しくお願い
いたします。

きお世話になりました。
・広報

雑誌会報/IT

本庄伸子････雑誌会報とい

う大変なに任務に加え、広報そしてホームペー

出 席 報 告

ジ作成等々大変お手数お掛けしました。
・会員増強

長浦善德････私の力不足で、中々会

員増強出来なく迷惑お掛けしました。
・会員選考

山上明宣････入会が少なく中々出番

が無く大変寂しい思いをされたことと思います。
・ロータリー財団 藤林鋭司････陰日向と多岐に
わたりサポート頂きました。
他、クラブ会員の皆様一年大変お世話になりまし
た。辛島会員入会と嬉しい出来事はありましたが、
二名の退会を許すこととなり、力不足を痛感する一
年で御座いました。
明日からは、新年度末宗会長のもと、会発展に向
け協力して参りたいと思います。

一年間お疲れさまでした！

出口幸太郎委員長

第2162回（6月30日）
会 員 総 数
（内出席免除）
出

席

数

27名
0名
24名

（ 内 事 前 M U）

0名

欠

席

数

3名

出

席

率

８８．８９％

事前メークアップ
藤本博和会員（中津RC）
欠席者
小野田義文会員、藤久保茂己会員、廣瀬辰彦会員
※出席率の更正
◎6月30日の出席率は1名のメークアップ
により88.89％→９２．５９％に更正
事後メークアップ
廣瀬辰彦会員（宇佐八幡RC）
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