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第1220回例会

平成27年７月16日（木）

◉本日の例会プログラム ガバナー公式訪問
◎次回例会プログラム

ゲスト卓話「お盆について」
円林寺 末廣法崇氏

前回（1219回例会）の記録
平成27年７月９日
（木）
■ゲスト

■ビジター
中津中央RC

東納英一氏

■出席報告
会 員 数 24名
免 除 者 数 １名
対 象 者 数 23名
本日出席者 14名
欠 席 者 数 ９名
出 席 率 60.30%

◎ロータリーソング 我等の生業
◎会長の時間 辛嶋会長
先週の会長の時間にお話ししましたギリシャの
ことですが、まだまだくすぶっています。７月５
日の国民投票では６割強の反対で緊縮財政再建案
を受け入れないことになったようですが、このま
まだと欧州連合からの脱退をしなければならない様子で、今後
が注目されます。また、中国に始まったバブル崩壊とも取れる
株の暴落が日本の日経平均をも２万円割れにしました。
さて、来週は野田ガバナーの公式訪問例会です。今年は例年
になく早い時期に行われるようですが、ようやくガバナー訪問
のための計画書が出来上がりました。ガバナー月信は昨年度か
ら地区のホームページにある「ガバナー月信」から閲覧が出来
ます。本来ガバナー月信はガバナーからクラブ会長に当てた書
簡ですが、その写しを会員に配布していたものです。地区の経
費節減のため紙での配布はありませんが、折に触れてホーム
ページから閲覧して下さい。
◎幹事報告 宇都宮幹事
●例会変更 豊後高田RC、杵築RC
●宇佐八幡RCより外部卓話のご案内
●ガバナーノミニー、デジグネート候補者推薦

■1218回出席報告の修正
1218回欠席者 ４名
メイクアップ
２名
欠 席 者
２名
修正出席率 82.61%→

91.30%

●メイクアップ
矢頭会員
（6/24中津RC）
吉野会員
（6/30中津中央RC）
●欠席者
籾倉会員・渡邊会員

について
●米山小学生世話クラブ補助費送金の案内
●ロータリーの友電子版の案内
●創造的奉仕プロジェクト部門アンケート集
●中津市社会福祉協議会より、ぺんぎん7月号
●平成27年度中津市市民後見人養成講座の受講者募集につい
て
●第13回ロータリー日韓親善会議開催の案内
●第14回ロータリー全国囲碁大会の案内
◎本日のメニュー

◎その他報告事項
誕生祝い 辛嶋会長より
・中島会員（7月13日）
・小野会員（7月20日）
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◎委員会報告 クラブ管理運営委員会親睦担当 黒瀬会員
7月30日（木）の例会は19：00よりグランプラザにて納
涼夜間例会を行います。会費は3000円です。出欠表を回し
ますのでご記入願います。
◎ニコニコボックス 担当：クラブ広報委員会
〔中津中央RC 中山会員〕
「第3回中津市民花火大会」協賛・協力のお願
い
7月24日（金）午後8時から 小祝グラウンドに
て予定数4000発 市民の市民による花火大会
★協賛よろしくお願い申し上げます。
〔小野会員〕先週は第一回目の例会を欠席しまして失礼しま
した。本日は誕生日のお祝いをありがとうございました。
66歳になります。
〔加来会員〕先日の日曜日、福岡でのサザンのドームツアー
へと、家内と行ってきました。感動しました。今日はチェロ
のコンサートへまた福岡に行きます。
〔辛嶋会長〕中津中央RC会長の慶田さんも息子さんに誘われ
て、サザンのコンサートに行ってきたとニコニコで話してま
した。IT広報セミナーでは、二反田さんに終了後別府駅まで
送ってもらいました。
〔宇都宮幹事〕昨日、岡野ガバナー代理のおともして、黒瀬
会員と日田RCに行ってきました。日田RCの日田藤蔭高校草
野さんが土居さんへよろしくとおっしゃってました。
〔中島会員〕御誕生日のプレゼント、ありがとうございます。
最近、猫を飼い始めましたが、どうも家庭内では猫の方が私
よりくらいが上のようです。
〔黒瀬会員〕本日は福岡出張の為早退をさせて頂きます。
岡野さん、宇都宮さんとともに日田へ行ってきました。
〔土居会員〕先週土曜日に、フッ素洗口10年表彰を頂きまし
た。
たくさんのニコニコをありがとうございます。
別府のセミナーの帰りは、高速の通行止めも解除されて、
早く帰れました。
◎各理事による一年間の抱負
Ｓ・Ａ・Ａ 委員長 梶原 清二
ロータリークラブの活動は毎週の例会にあります。
例会場は品位を保ち自然に自己研鎌できる社交の場とした
い。
１．ゲスト・ビジターを礼をつくして迎える。
２．上着・ネクタイ・ロータリーバッチは必ず着用する。た
だし、夏場（５・６・７・８月）は着用義務は無いが礼
を失しないよう自己管理してください。職業上の服装は
可。
３．食事中はバックグランドミュージックを流します。
４．例会場は禁煙とします。
５．早退者は必ずSAAに連絡すること。
６．開場設営に気をくばること。
クラブ広報委員会 委員長 二反田新一
ロータリークラブの広報活動は、広く社会にロータリーの
存在と活動を知ってもらう、外に向けての広報活動と、会員
へクラブ内地区内等の状況を知らせる、内に向けての広報活
動があります。両方の広報活動が効率よく達成できるよう、
委員会で検討して、新しいアイデアなどがあれば、積極的に
取り入れていきたい。
会報担当：
・魅力的な紙面の検討
・昨年に引き続き、週報のメール配信、HPへの掲載実施
IT広報担当：
・HP の充実（週報掲載、予定表掲載、トピック掲載、その
他ページ構成の検討）
ロータリー情報担当：
・月刊「ロータリーの友」の記事紹介
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・例会でのロータリー情報の提供
クラブ管理運営委員会 委員長 中島宏一郎
プログラム担当：中島宏一郎
「楽しく参加できる例会」
例会は、クラブの運営の基本と言われています。その例会
は、楽しく親睦がはかれる例会でなくてはなりません。その
ために、辛嶋会長の「原点にもどろう」のスローガンのもと、
ロータリーの基本情報の発信はもとより、楽しく参加できる
例会を企画いたします。また、月一度の夜間例会では、入会
見込みのゲストなどもお招きし、有意義でより一層親睦をは
かれる例会にしたいと考えます。
親睦担当：黒瀬 孝一
７月 納涼例会
12月 家族例会
１月 新年例会
４月 花見例会
青少年と共同事業、姉妹クラブへの支援
プログラムと意思の疎通をはかる
姉妹交流担当：長野 修士
平成４クラブ姉妹交流会
熊本平成ロータリークラブ
奉仕プロジェクト委員会 委員長 小野 嘉之
今期担当会員も４人で、新たな行事は予算的に難しいと思
われます。
行事は従来通りに、委員会を進行させて頂きたいと思って
います。
職業奉仕担当 小野
１．月１回は４つのテストを唱和し行動の規範とする。
１．職場例会を１回開催（工場、施設）を予定しています。
１．10月の職業奉仕月間には会員へ職業奉仕に関する認識
をより一層深めていただけるような情報を提供したい。
社会奉仕担当 仲本
１．向笠公園の清掃を兼ねて例会をします。10月予定
１．青少年奉仕担当と協力して青少年健全育成事業を考えま
す。
青少年奉仕担当 若松
１．今回も清浄園との交流をしていきたいと思っています。
９月の月間に予算があれば何かプレゼントを考えたい。
１．清浄園の子供たちとロータリー家族で勉強例会をしたい
と思っています。
国際奉仕担当 矢頭
１．バングラデシュに図書費を送りたい。
１．留学生を招き、卓話をお願いしたい。
ロータリー財団委員会 委員長 加来 敏男
ロータリー財団の資金は、奨学金の支給を始めとする教育
的なプログラムと、ポリオの撲滅や安全な水確保などの人道
的プログラムのために使われます。我々のクラブも少しでも
このプログラムに協力できるように努力したいと思います。
１）ロータリー財団担当 梶谷 武会員
①11月のロータリー財団月間にはロータリー財団補助金受
領者かロータリー財団国際親善奨学生に卓話をお願いす
る。
②寄付を募り、ポールハリスフェローやマルチプルポールハ
リスフェローの誕生の努力をする。
２）米山記念奨学会担当
出納 皓雄会員
①10月は米山月間です。これは米山梅吉氏の偉業を讃えて
の日本独自の強調月間です。この月には特に米山奨学事業
の意義を深く認識し、米山記念奨学生か地区役員･委員の
卓話を聞きたいと思う。
②一般寄付金を募り、米山功労者誕生の努力をする。

「世界のプレゼントになろう」 “Be a gift to the world”

