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＊７月の行事予定＊

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．石部幸二会長・臼杵確幹事 年度方針
６．出席報告

第２２１１回例会

会

5日 石部幸二会長・臼杵 確幹事年度方針
12日 外部卓話 冨田江里子氏
（フィリピン スービック地域 慈善団体CFP）
19日 五大奉仕委員長年度方針
26日 内部卓話 和田久継会員

平成２４年 ６月２８日
日
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の記録

最終例会 於：かんぽの郷宇佐 １８：３０～
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会 長 の 時 間

末宗為十会長

今晩は。皆さん１年間大変お世話になり、あり

式に参加いただいた皆様、ありがとうございます。
私はこの１年「クラブ運営方針」に掲げた目標

がとうございました。
まず、６月２３日(土)にメルクス宇佐にてヤン

を実現すべきと石部幹事はじめ会員の皆様並びに

グ街頭キャンペーンへ参加された会員並びに柳ヶ

事務局の秋野さんと共に一生懸命頑張ってまいり

浦高校インターアクト生、野球部の皆さんお疲れ

ました。最後は東京での「ロータリーの友会員増

さまでした。また、本日柳ヶ浦高校で行われた社

強座談会」まで出席させていただいて貴重な体験

会奉仕委員会による野球部へのティーネット贈呈

ができました。皆様には心から感謝申し上げます。

ＵＳＡ- ＯＩＴＡ
事 務局

第２７２０地区

宇佐ロータリークラブ

〒 872-0032 大分 県宇 佐市 江須 賀 2999番地 の 2 株式 会社ユ ニック ス内
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今年度の活動報告については後ほど「クラブ協
議会」にて報告させていただきます。
皆様へのお礼の言葉にて最後の会長の時間を終
わりたいと思います。本当にありがとうございま
した。

れ様でした。本日の最終例会に出席出来ず非常
に残念です...(涙) 事前メーキャップ済みです!
山井辰夫会員：末宗会長、石部幹事１年間お疲れ
でした。
河村正一会員：末宗会長、石部幹事大変お疲れ様
でした。
新開洋一会員：今年度の役員の皆様大変ご苦労様

幹 事 報 告

石部幸二幹事

した。おしかったです？

１．来信
1)ガバナーエレクト事務所より「PETSと地区

2)ガバナーエレクト事務所より「次年度入退会

気になりました。ありがとうございました。
小野田義文会員：会長、幹事１年間ご苦労様でし

報告書式」

た。

２．例会変更
くにさきRC：7/4(水)の例会は、7/7(土)18:00～
「海喜荘」に変更；会長幹事慰労会及び進発

藤林鋭司会員：末宗会長、石部幹事他会員の皆様、
一年間大変お世話になりました。
津々良洋一会員：末宗会長、石部幹事お疲れ様で

式の為
竹田RC、中津RC

した。
藤本博和会員：末宗会長お疲れさまでした。あり

４．理事会報告
1)次年度の予算について承認致しました。次週

がとうございます。石部会長エレクトよろしく
お願いします。

の例会で配布いたします。
５．お知らせ

佐藤憲三郎会員：末宗会長、石部幹事一年間お疲
れ様でした。宇佐ロータリークラブがさらに元

協議会の報告書」

３．週報受理

でした。末宗会長のおかげでもう少しで皆勤で

砂山正則会員：長いようで短い１年間。本当に皆

なし

様の協力を頂きなんとか社会奉仕委員長を務め

６．欠席連絡

ることが出来、ほっと致しております。本当に

長浦善德会員、和田久継会員

ありがとうございました。
藤久保茂己会員：青少年のスポーツ振興にと社会

ス マ イ ル カ ― ド

是永潤一委員長

末宗為十会長：会員の皆様、１年間大変お世話に
なりありがとうございます。心より感謝申し上
げます。
石部幸二幹事：皆様１年間末宗年度お世話になり

奉仕委員会より寄贈して頂きました。夏の大会
も開幕間近となり、頑張ります。
是永潤一会員：末宗会長、石部幹事、各委員長、
１年間お疲れ様でした。
幡手一義会員：一年間おつかれさまでした。

ました。今度は次年度引き続き石部年度よろし

住本憲彦会員：会長、幹事一年間お疲れ様でした。

くお願いいたします。

松永忠昭会員：一年お世話になりました。会長、

廣瀬辰彦会員：末宗会長、石部幹事一年間ご苦労
様でした。
出口幸太郎会員：会長、幹事一年間御苦労様でし
た。
岩井謙次会員：末宗会長、石部幹事一年間ごお疲

幹事お疲れ様でした。
本庄伸子会員：１年間色々ありがとうとざいまし
た。今年度は、説明しきれない程色々な行事が
あり、皆さまに助けていただいて感謝していま
す。次は、私のような要領の悪い人の助けがで

きるようになりたいです。
佐々木正博会員：一年間ありがとうございました。
新年度もよろしくお願いします。
西中孝生会員：末宗会長１年間ご苦労様でした。
色々とお世話になりました。
事務局秋野さん：末宗会長、石部幹事一年間お疲
れさまでした。

ニコニコ累計

て出席された桑原茂氏の司会で行われました。
●大阪府・堺フラワーＲＣ：１７名純増４０名
で、まだ２年弱のクラブでありながら「子ク
ラブ」「ＩＡクラブ」を創設されたそうです。
●秋田県・横手ＲＣ：１４名純増５０名（オー
ルチームで行ったそうです）
●栃木県・佐野ＲＣ：８名純増６７名
●長野県・松本空港ＲＣ：８名純増６２名

６７８，０００円

とのことです。詳しくは２０１２～２０１３年
度ロータリーの友８月号をご覧下さい。

ク ラ ブ 協 議 会
「年度の活動報告」
■末宗 為十 会長
私の今年度の目標は「クラ
ブ運営方針」で示した次の３
つです。
①出席率９０％以上
１００％出席達成例会が８回

③各委員会の活性化
五大奉仕の各委員長にお願いします。

尚、モリアルタＲＣとの友好クラブ継続調印式
では本庄国際奉仕委員長はじめ全会員の皆様お世
話になりました。
最後に皆様に感謝申し
上げます。ありがとうご
ざいました。

９０％以上出席達成月は１１ヶ月
４月のみ８２.５８％でしたが、年間通算出
席率は９０％以上です。
全会員の協力のお陰で達成出来ました。石部
会長年度も皆様と共に頑張りましょう。

■石部 幸二 幹事 兼 クラブ奉仕委員長
今年度は幹事・副会長の大
役を仰せつかり、最初はどう

②会員増強（会員数３３名以上のクラブに）
河村会員を始め、会員の皆様の協力で年度当

なる事かと思っていましたが、
皆様のお陰を持ちまして、最

初２７名より現在３４名の７名増となりました。 終例会を迎えることができました。
年度初の例会（７月７日）で佐々木会員・園会

会長にいつも迷惑をかけながら、また会員の皆

員、８月４日には西中会員、１０月６日に川端

様には大変お世話になりました。また末宗会長一

会員、１０月２０日に斉藤会員、４月１９日に

年間お疲れさまでした。

宮丸会員・宮本会員と合計７名の純増となり、

今年度末宗会長が掲げた出席率９０％以上の達

先週（６月２１日）東京にて行なわれた『ロー

成、７名の新入会員により、例会が活況を呈し、

タリーの友』会員増強座談会に出席してまいり

クラブが元気になった気がします。

ました。
座談会は２０１０～２０１１年度（木下パス
トガバナー年度）地区大会にＲＩ会長代理とし

次年度もこの流れを引き継ぎ、更にクラブを元
気あるものにしていきたいと考えています。

■佐藤 憲三郎 職業奉仕委員長
（代読・小野田義文副委員長）

皆様のご協力を頂いてこそ無事に努めることが
出来たものと心から感謝いたしております。

①幡手SAAのご協力により、
第3例会に『四つのテス
ト』を唱和
②H23.10.6

職業奉仕につ

いて卓話（委員長）
③H24.2.23 ちよせにて『炉辺会議』実施
④H24.4.25

柳ヶ浦高校生を対象に、三和酒類

(株)の赤松元明氏よる『おかげさまでの気持
ち』について講演会実施
皆様、ご協力ありがとうございました。

■藤本 博和 新世代委員長
【インターアクト年次大会】
H23.7.30・31
由布院自然の家
ゆふの丘プラザ
テーマ『愛 ～今、わたしたちにできること』
参加者 インターアクト生（顧問尾垣先生以下8名）
ロータリアン4名
講演テーマ 第41普通科連隊長による『東日本大
震災・災害派遣に参加して～41連隊の気仙沼に
おける活動』

■砂山 正則 社会奉仕委員長
【活動記録】
１．フラワーロード清掃・
草取り
H23.7.16

19名参加

H23.8.27

17名参加

H23.10.1

15名参加

H24.3.24

9名参加

H24.5.19

17名参加

【先輩に学ぶ】
H24.3.13 長洲中学校
講 師 辛島光司会員･川端克弥会員･斉藤順一会員
参加者 末宗会長･藤本委員長･河村会員･藤林会員
新世代の活動が、子供たちの将来の夢や希望に
つながれば幸いです。

２．桜並木草取り
H23.8.6

12名参加

H23.10.15

15名参加

H24.6.2

16名参加

３．教育図書・教材贈呈活動

■本庄 伸子 国際奉仕委員長
本年度の国際奉仕委員会で

青少年の健全育成と地元宇佐市のスポーツ振興

は、10月25日～28日の4日間

を助成することを主眼として柳ヶ浦高校野球部に

オーストラリア モリアルタ

『ティーネット』を寄贈しました。

ロータリークラブとの友好ク

ラブ継続調印式を行いました。

出 席 報 告

モリアルタロータリークラブより、ロータリア

出口幸太郎委員長

第2211回（6月28日）

ンと家族も含め21名の来訪を受け、国際奉仕委員

会 員 総 数

会だけでなく、クラブ全体でのおもてなしをしま

（内出席免除）

した。

出

25日 到着 宇佐神宮祈願 ウエルカムパーティ
（リバーサイドホテル）
26日 杵築城着物体験 友好クラブ継続調印式

席

34名
0名

数

31名

（ 内 事 前 MU）

1名

欠

席

数

3名

出

席

率

９１．１８％

（かんぽの郷宇佐）
27日 九重夢大吊橋観光 野外観月例会
（米澤観光農園）
28日 交流 出発
皆様のご協力のもと、4日間のスケジュールを、
無事に過ごすことが出来ましたことを心より感謝
いたします。
ウエルカムパーティや二次会でのジャズ演奏や
カラオケ、調印式での神楽舞、また、親睦委員会

事前メークアップ
岩井謙次会員（宇佐八幡 RC）
欠席者
長浦善德会員、宮本順二会員、和田久継会員
※出席率の更正
◎6月14日の出席率は2名のメークアップ
により88.24％→９４．１２％に更正
事後メークアップ
住本憲彦会員、藤久保茂己会員
(社会奉仕・柳高贈呈式）

と合同での観月例会では、オーストラリアの皆さ
んにも英語で俳句作りに挑戦してもらうという試
みも行い、どれも大盛況でした。会員全員の協力
なくしては、成し得なかった行事であったと思い
ます。
1年前からモリアルタロータリークラブの恵美

◎6月21日の出席率は3名のメークアップ
により82.35％→９１．１８％に更正
事後メークアップ
新開洋一会員、藤本博和会員
(ヤング街頭キャンペーン)
砂山正則会員 (社会奉仕・柳高贈呈式）

子マイヤーさんと連絡を取り合い、計画を進めて
きました。私自身もオーストラリアの皆さんの明
るさ、寛容さに触れ、この国際交流を通じて、好
奇心に刺激を受け、視野が広がったような気がし
ています。
あらゆる意味で会員の皆様に感謝し、次回の国
際交流でもこの経験を役立てたいと思います。

2011-12年度 年間出席率
７月

８月

９月

９６．５５％

９５．００％

９５．３３％

１０月

１１月

１２月

９７．６２％

９５．８３％

９１．４１％

１月

２月

３月

９３．７５％

９４．５３％

９１．８８％

４月

５月

６月

８２．５８％

９２．６５％

９１．１８％

年間通算

９３．０６％

末宗会長、石部幹事
会員の皆様
一年間お疲れさま
でした！

社会奉仕委員会

青少年の健全育成と地元宇佐市のスポーツ振興に寄与すべく
柳ヶ浦高校野球部へ『ティーネット２基』を寄贈しました。
贈呈式：６月２８日(木) １３：３０～

参加会員（7名）末宗会長、石部幹事、砂山委員長、住本副委員長
藤林会員、臼杵会員、藤久保会員
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