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第1021回例会

平成23年４月21日（木）

◉本日の例会プログラム 会員発表「地区協議会報告」
次年度理事
◎次回例会プログラム

委員会卓話「雑誌月間について」
クラブ広報委員会

前回
（1020回例会）
の記録
平成23年４月14日（木）
■ゲスト
なし

■出席報告
会 員 数 25名
免 除 者 数 １名
対 象 者 数 24名
本日出席者 18名
欠 席 者 数 ６名
出 席 率 75.00%

■ビジター
なし

◎ロータリーソング

我等の生業

◎会長の時間
会長 青木秀暢
東日本大地震による企業の生産活動の停滞で、
九州地方では、自動車部品供給の停止などのため
各地で大きなマイナス影響が出ていると日銀から発
表されました。生産計画に応じて必要な部品だけを供給すること
で在庫を圧縮して生産コストを削減し日本の自動車産業の競争力
の源泉となってきたトヨタ「カンバン方式」が裏目に出たようです。
これまで日本全体でこのような無在庫方式が生産ラインをストップ
させ悪影響が広がったように思えます。特にこの周辺では車関係
及び鉄鋼関連の工場が多いのでかなりの影響が出ているように思
えます。やはり過大な利益を得るために、緻密な計算に基づいて
作られた方式でも、自然の脅威の前では、木っ端微塵に打ちのめ
されてしまいました。
自然との共有も充分考慮し「私たちに今出来ること」と言う意味
を再考するときではないでしょうか。
◎幹事報告
幹事 土居孝信
●例会変更RC 大分、大分東、大分臨海、大分南、
大分中央、大分1985、大分城西、豊前、湯布院

■前々回出席報告の修正
前々回欠席者
５名
メイクアップ
４名
欠
席
者
１名
修正出席率 80.00%→

95.00%

●メイクアップ
若松（地区大会）、永松（達）（地区大会）、
熊谷（大分東）、長野（定）（地区大会）
●欠席者
長野
（修）
●週報受理RC 熊本平成、竹田
●報告事項
・ガバナー事務所より「支援物資送付の一時休止」について
・ロータリアン誌届く
・2013年規定審議会地区代表議員選出について
・2013～14年度ガバナーノミニー候補者推薦について
・4/28例会内容の変更、
「東日本大震災への支援と現況報告」中津
RC細川会員
・4/28例会時、臨時総会開催
・4/24（日）中津３RCゴルフコンペ（集合9：00）表彰式（18：
00～居酒屋大将）参加メンバー（土居、永松（達）
、出納、長
野（定）
）４名
◎本日のメニュー
春風の膳

◎委員会報告

なし
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◎その他報告事項
・二反田副会長
4/17（日）地区大会、集合出発6：30中津駅南口です。
・長野（修）会員
Ｄグループ家庭集会を4/21（木）18：00又は18：30より「居
酒屋ぼっちゃん」中津市蛎瀬468-22で行います。よろしくお願
いします。
◎ニコニコボックス 担当：クラブ広報委員会
○若松会員
一昨日、家庭集会（IDM）を開催しました。会費が余りました
ので。また先週の花見例会、多くの会員に出席頂き無事に終るこ
とが出来ました。
○永松（達）会員
先週から清源さんが入会されました。最も若いメンバーですので、
是非頑張ってください。毎例会一人300円、義援金寄付をよろしく
お願いいたします。
○青木会員
永松さんがお知らせしました義援金（支援金）の件、よろしくお
願いいたします。
年間20万円以上貯まる予定です。
無理なく長く行っ
ていきましょう。
○出納会員
中型自動車の免許にチャレンジしています。当園の子供たちが震
災支援金を自主的に始めました。一円玉が1,000枚以上、その他
合計で１万円近い額が集まり感動しています。
○矢頭会員
清源さん入会おめでとうございます。子供の野球シーズンが始ま
りました。２大会７試合全勝しています。先日の決勝戦では、私
の子（ピッチャー）がノーヒットノーランを達成しました。九州大会
の出場が決まりました。
○土居幹事
入園式を無事に終えました。本 年度から「認定こども園」と
いうシステムが始まりました。仕事が増えて大変ですが、頑張って
まいります。昨日、小倉球場で「巨人-ヤクルト」を観戦しました。
巨人開幕２連勝です。
○長野（修）会員
息子が全日本テコンドー選手権で優勝し、世界選手権出場が決
定しました。世界選手権は韓国慶州で開催されます。大変近いので、
家族で応援に出向きたいと思っています。
○永松（浩）会員
沢山のニコニコをありがとうございます。今週火曜日に職場で花
見を開きました。震災後の自粛も考えましたが、いつも通りに開催
するのがいいのではと判断いたしました。今年は開花が遅れていま
すので、まだまだきれいな桜が見られます。
◎会長工レク卜研修セミナー報告
二反田会長エレクト
2011年３月19日（土）・20日（日）熊本県立劇場
会長エレクト研修セミナー（PETS）とは？
会長エレクト研修セミナーでは、世界中32,000以上のロータリー・
クラブの会長エレクトが任期の準備を整えます。次期クラブ会長は、
自らの役割と責務、目標設定、クラブ管理運営、会員勧誘、教育、
会員維持の方法について学びます。この研修セミナーは、次期クラ
ブ会長が、地区ガバナー・エレクトや次期ガバナー補佐と密接な協
力関係を築くことのできる機会です。
【１日目プログラム】
13：00 点鐘→国歌斉唱…各挨拶、紹介
13：30 ガバナーエレクト本田光曠
「国際協議会報告・次年度RIテーマ・方針」30分間
14：10 次年度地区研修リーダー 山崎 勝
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「次年度へむけて」30分間
セッション1「長期計画についてのシンポジウム」
司会 次年度地区幹事 永田壮一
パネリスト
ガバナー 木下光一
RI研修リーダー 杉谷卓紀
ガバナーエレク卜 本田光曠
ガバナーノミニー 岡村泰岳
次年度地区研修リーダー 山崎 勝
次年度地区研修委員会副委員長 仙波洋八
次年度地区研修委員会副委員長 高山龍五郎
17：00 質疑応答・閉会
【ガバナーエレクト講演】
本田光曠「国際協議会報告・次年度ＲＩテーマ・方針」30分間
●ＲＩ会長
カルヤン・バネルジー 1942年生
インド 世界最大農薬メーカー理事
国際ロータリー 2011-12年度テーマ
こころの中を見つめよう博愛を広げるために
深く自己を省みることによって、人類が皆、同じ夢、同じ希望、
同じ願望、同じ問題を分かち合っていることを、理解していただ
きたいのです。
Reach Within to Embrace（抱擁）Humanity（博愛、慈愛、布
施）
人に何かを与えようとするなら、まず自分自身にそれを与えるこ
とです。自分→家族→職場・地域→世界・人類。第一に、強い
家族を築くこと、第二に、私たちが一番得意とすることを継続して
いくこと、最後に、変える必要があることは変えるということです。
●地区ガバナー
本田光曠 1951年生 （宗）
熊本城稲荷神社宮司
第2720地区スローガン【心機一転】
★長期計画のもとで地区・クラブを強化しよう！
３か年の長期計画
クラブ強化のサポート−CLP
ロータリー家族の充実
公共イメージと認知度の向上
クラブの柔軟性と会員の多様性
【新しい試み】
・会員維持増強支援…地区内紹介ネットワーク
・ガバナー月信の配信方法検討
・ブライダル支援プロジェクトの推進…新設（ブライダル推進委
員会）
・分区単位での「会員研修セミナー」開催（ガバナー補佐）
・公式訪問時は会長懇談会へ次年度会長幹事の同席希望
（長期計画）
●2012～2013年度ガバナーノミニー紹介
氏
名 岡村泰岳（おかむらやすたか）
所属クラブ 大分中央ロータリークラブ
職 業 分 類 下水道施設製造
生 年 月 日 1952年7月19日
最 終 学 歴 北壁大学畜産学部獣医学科卒業
勤 務 先 有限会社岡村環境開発 代表取締役
［その他役職］
株式会社オカムラ代表取締役会長
有限会社大銀産業代表取締役会長
有限会社ダイヤコンス代表取締役会長
［ロータリー歴］
1990年5月大分中央ロータリークラブ入会
1998-1999年度大分中央ロータリークラブ幹事
2009-2010年度大分中央ロータリークラブ会長
15：30
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