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第1234回例会

平成27年11月７日（土）

◉本日の例会プログラム ＩＭ（13：00 〜小楠コミュニティーセンター）
◎次回例会プログラム

ゲスト卓話「ホルムズ海峡とペルシャ湾岸諸国について」
浦橋英男氏

前回（1233回例会）の記録
平成27年10月22日（木）
■ゲスト

■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 17名
欠 席 者 数 ６名
出 席 率 73.90%

■ビジター

◎ロータリーソング 手に手つないで
◎会長の時間 辛嶋会長
朝夕はすっかり涼しくなりました。という
より寒いくらいです。今年の冬は早く来るよ
うな気がしています。近所の公園の楓も例年
より二週間ぐらい早く紅葉しているようです。体調の管理
にお気を付け下さい。
近頃のニュースを見ますと「杭打ちの件」があちこちの
テレビ局でやっております。見えないところでする仕事な
ので、信用するしかないわけですが、
「職業奉仕」がほん
とに大切だなという実感を感じます。
今日は久しぶりの夜間例会ですので、今後の夜間例会の
やり方と言いますか、方法論について皆さんの意見を聞く
フォーラムにしたいと思っております。よろしくお願いし
ます。

■1232回出席報告の修正
1232回欠席者 13名
メイクアップ
４名
欠
席
者
９名
修正出席率 43.49%→

60.97%

●メイクアップ
永松会員
（日田ＲＣ、
10/9）
、
二反田会員
（Ｅクラブ、
10/8）
黒瀬会員
（玖珠、
10/8）
、
岡野会員
（玖珠、
10/8）
●欠席者
吉野会員、
長野
（定）
会員、
長野
（修）
会員、
出納会員
土居会員、
田長丸会員、
籾倉会員

・中津中央ＲＣ
11/3（火）→法定休日の為休会
11/9（火）→観菊例会 18：30 〜
・杵築ＲＣ 別府ＲＣ
別府東ＲＣ
●報告事項
・第35回人権を守る市民の集いの開催のご案内
・人権研修会・学習会についてご案内
・中津大貞菊花展に対する表彰状の依頼について
◎誕生日祝い
岡野重信会員
10月12日（86歳）
二反田新一会員
10月17日（57歳）

◎幹事報告 宇都宮幹事
●例会変更

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

2015〜2016年度
国際ロータリー・テーマ

2015〜2016年度

中津平成週報

5RWDU\&OXE2I1DNDWVX+HLVHL

◎委員会報告 岡野会員（ガバナー補佐）
Ｈ2710.3
社会・国際奉仕部門、ブライダル部門セミナー
★日田市 羽田多目的交流館において
出席 仲本会員 岡野会員
地区 佐竹 亨（すすむ）社会・国際奉仕部門長
三角雄介国際奉仕委員会委員長
大場佳美ブライダル推進委員会委員長
講評 小山康直パストガバナー
仲本・岡野ともに社会奉仕部門に出席
（あらかじめ振り分け）
★テーマ
補助金、特にグローバル補助金の利用による社会奉仕活
動、国際奉仕活動の推進を奨励すること
①2720地区は、野田年度、グローバル補助金プロジェ
クトチーム(チーム長作守順子・チーム長前田真実)を
設立。現在、申請して地区Ｒ財団補助金審議会を通過
したもの3件実施中（50周年記念事業として−10月4
日記念式典で報告あり）
別府北ＲＣ バンコクの公立病院に人工透析器2台を寄
贈（＄94.479）バンコククロントイクラブほか19ク
ラブをホストクラブとし、別府北ほか2クラブをパー
トナークラブとして実施。総額円換算1130万円 うち
別府北クラブの拠出＊＄5.000。別府北クラブのグロー
バル補助金申請額＄29.462。＊申請クラブ拠出金（負
担金）＄1.000以上が条件。ＲI財団の承認 2015．09．
29 贈呈式予定 2016．03．01準備中
熊本城東ＲＣ タイ・ロブリ県 学校に浄水器設置
（＄35325）
大分南ＲＣ フィリピン・セブ島 2013年台風被害
の救済―エンジン付漁船寄贈（＄31500）
②ほか、10名前後のグループに分かれて、所属クラブの
活動結果報告や問題点の協議が行われた。
以上
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を飲む例会とか、日本酒の話で日本酒を飲むなども良いと
いう意見もありました。それから、終わりの時間を決めて
ほしいという意見もありました。テーブルの配置も考えて
ほしいとか、月の最終例会を夜間例会にするとか、の意見
もありました。
以上の貴重な意見をお聞きして例会を8時ちょっと過ぎ
に終了しました。
各会員の意見（宇都宮幹事 記録）
・黒瀬会員 月1回夜間例会をしてほしい。
・出納会員 よいと思う。飲み屋で良いのではないか。
・若松会員 夜間例会はオードブルでも。
・加来会員 会費プラスでもよいので、食事、時間を遅く。
・二反田会員 時間を間違えてしまった。ＯＫ
・渡邊会員 月1回はＯＫ
・吉野会員 月1回はＯＫ。食事メニューを充実
・川崎会員 月1回はＯＫ。飲み会でＯＫ。終わる時間を
決めてプログラムはなしで。
・梶原会員 月1回はＯＫ。食事を充実。
・小野会員 月1回はＯＫ。食事を充実させて、ゲストは
なしで。
・永松会員 夜間はＯＫ。テーブルを考えて。
・長野会員 夜間例会はやってほしい。
・岡野会員 出席率を上げるためにＯＫです。
・土居会員 夜間例会はＯＫ。第何週かを決めて実行。酒、
料理等のテーマがあるとよい。
・中島会員 ご意見ありがとうございました。

◎フォーラム
「今後の夜間例会について」
会長 辛嶋 崇
今日は夜間例会について皆さんと一緒に考
えてみたいと思います。まず、私が年度の当初に月に一回
ぐらい夜間例会にしてほしいとお願いしましたが、これは
ひとえに楽しい例会にしたいと考えたからです。今までの
例会の内、夜間例会にしたのは7月16日のガバナー公式訪
問例会の他に、7月30日、8月20日、9月17日（観月例会
ひなたや）
、10月22日（今日）
、あと決まっているのが、
12月17日（3クラブ合同の忘年例会）
、1月7日（新年例会）
、
4月7日（花見例会）
、6月23日（最終例会）です。それで、
まだ決まっていないのが、11月、2月、3月、5月が決まっ
ていません。
それで皆さんにお諮りしましたが、例会を月に１回程度
夜間例会にすることについてはどうでしょうかとお聞きし
たら、ほとんどの会員が月に1回ぐらいは夜間例会にした
方がいいという回答が多くありました。また費用は少し高
くなってもお酒を飲んで料理もそれに見合ったものがいい
という意見がありました。開始時間は12月の合同例会は６
時30分からですが、それ以外は午後7時からとしたいと思
います。
「テーマ」
を決めてほしいという意見もありました。
具体的にはボジョレーヌーボーの話を聞いて、ボジョレー
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