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第1250回例会

平成28年３月10日（木）

◉本日の例会プログラム ゲスト卓話「大分銀行の地域振興の取り組みについて」
◎次回例会プログラム

大分銀行 法人営業支援部 糸永 弥氏
夜間例会 19:00 〜
グランプラザ中津ホテル

前回（1249回例会）
の記録
平成28年３月３日
（木）
■ゲスト

■ビジター

◎ロータリーソング

■出席報告
会 員 数 26名
免 除 者 数 ２名
対 象 者 数 24名
本日出席者 16名
欠 席 者 数 ８名
出 席 率 66.67%

君が代、奉仕の理想

◎会長の時間 辛嶋会長
いよいよ３月に入りました。今日３日は俗
に雛の日、五節句の２番目上巳（じょうし）
の節句。また桃の節句とも言われています。ちなみに一
ケタの奇数月に節句はあります。１月は人日（じんじつ）
で１月７日のことですが、いわゆる七草の日です。５月
５日は端午の節句、７月７日は七夕（しちせき）
、９月９
日は重陽（ちょうよう）の節句です。
明後日３月５日は啓蟄（けいちつ）でいよいよ春が近
くなってきました。今月末は地区大会です。たくさんの
会員が参加してくれるようなので楽しみにしています。
３月は「水と衛生」週間です。日本では昔から「水と
安全はただ」と言われてきましたが、ペットボトル入り
の水を買うということが当たり前になりました。一方、
安全の方も手放しで安心できない今日この頃です。歩道
だから安全と思って歩いていても後からエンジン音の静

■1248回出席報告の修正
1248回欠席者 ８名
メイクアップ
１名
欠
席
者
７名
修正出席率 66.67%→

70.83%

●メイクアップ
加来会員
（Eクラブ）
●欠席者
梶屋会員、川崎会員、籾倉会員、吉野会員、仲本会員
渡邊会員、矢頭会員

かな暴走車が突っ込んで来ないという保証はありません。
周囲によく気を配って歩かないとならないと思います。
インフルエンザが流行っているようです。十分にお気
を付けください。
◎幹事報告 宇都宮幹事
●例会変更 津久見RC、別府RC、別府北R
C、別府東RC、別府中央RC、大分RC、大分東RC、大分
臨海RC、大分南RC、大分中央RC、大分1985RC、大分
城西RC、湯布院RC
●週報受理 熊本平成RC、津久見RC
●幹事報告
・熊本菊南ＲＣより創立30周年記念式典のご案内
・ガバナー月信3月号
・米山奨学生・世話クラブへのご案内
・ロータリーの友3月号
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◎その他報告事項
・誕生祝 土居孝信会員
誕生日1961年３月18日
★おめでとうございます。

・メーキャップについて 辛嶋会長
今月の「ロータリーの友」の中綴じに、全国ロータリー
クラブ情報があります。切り離して携帯できますので、
メーキャップにお役立てください。
◎ニコニコボックス
〔辛嶋会長〕次期会長、長野丸の順調な船出を祈念してニ
コニコします。
〔中島会員〕3月1日に、京都龍谷大学弓道部とコーチの
契約を結びました。毎月京都まで通うこととなりますが、
関西リーグ、全国大会優勝を目指してまいります。
〔渡邊会員〕出席報告を兼ねてニコニコします。仕事都合
で早退します。
〔加来会員〕日曜日に東京で一日中講習会を開催しました。
当日東京マラソンがあり、交通が大変でしたが無事終了
しました。その前、水曜には嘔吐下痢症になりました。
次の日にユンケルを飲んで治りました。
〔永松会員〕加来先生のニコニコで、第２回東京マラソン
の応援に行ったのを思い出しました。ゴルフドライバー
を新しく購入しました。空力性能抜群です。
〔長野会員〕今日は卓話でPET報告をさせていただきます。
〔宇都宮幹事〕本日例会を早引きします。仕事が今忙しく
なってます。
〔吉野会員〕先週、おなかを切りました。
（手術）まだあ
とは残っているのですが、主治医からは、酒も運動もOK
が出ました。
〔黒瀬会員〕久留米医大に喉の検査に3/8に行ってまいり
ます。また、地区大会の次の日ですが、福岡で北島三郎ディ
ナーショーに家内と行ってきます。
〔土居会員〕たくさんの心温まるニコニコありがとうござ
います。私もひな祭り、卒園式等忙しく元気に毎日を送
らせていただいてます。
◎PETS報告 次年度会長 長野定生会員
２月27日（土）
・28日（日） ホルトホー
ル大分にて
・2016-2017年 RI会長はジョン・ジャー
ムさん（アメリカ人）
スローガンは「人類に奉仕するロータ
リー」
・2016-2017年 前田眞実さん
大分キャピタル ロータリー歴16年 美容学校経営
スローガンは「学ぶ・守る・育てる・未来へ向けて」
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・各部門の活動方針
管理運営部門
「ロータリーをエンジョイし、クラブの活性化を図ろ
う」
広報部門
「ロータリーに関する情報を一般の人に伝え、地区の奉
仕活動を広報するための計画を立案、実行する。また、
クラブが広報活動を容易にできるように支援する。
」
「ITを苦手とするクラブや会員に向けた研修を実施する。
」
IT研修委員会が新設
具体的な取り組み クラブや会員対象のセミナー実施
ロータリークラブセントラルに入るサポート
会員増強部門
「会員の多様性をはかり、より元気なクラブにしよう」
職業奉仕部門
職業奉仕事業をやってほしい。
職業奉仕研修会の実施
職業奉仕の大切さを知ってもらう
職業奉仕は2016-2017年度の最重要取り組み事項
社会国際奉仕部門
地区セミナーの実施
ブライダル委員会によるお見合いパーティー
地区財団活動資金の活用の奨励
青少年奉仕部門（部門長：中津中央 河野会員）
委員会の連携強化
地区委員の活性化
青少年の国際理解プログラムの推進
活動内容の広報強化
ロータリー財団部門（部門長：中津 瀧会員）
ロータリー財団の組織、仕組みを会員に理解していた
だく。
補助金管理セミナーと通常セミナーの実施
社会国際奉仕部門と連携し、地区補助金、グローバル
補助金をうまく利用する。
グローバル補助金を利用したＶＴＴ･奨学金事業の実施
ロータリー財団100周年のための記念事業の推進
米山記念奨学会部門
ロータリアンと奨学生、学友との有意義な交流の機会
を多く設ける。
行事予定
４月10日（日）
５月14日（土）
22日（日）
７月10日（日）
９月17日（土）
20日（火）

地区研修･協議会
大分
会員増強･管理運営セミナー 熊本
大分
広報･青少年奉仕セミナー 大分
ロータリー財団･米山セミナー 大分
ガバナー公式訪問
会長幹事懇談 10時より
10月19日（土） 職業奉仕･社会国際奉仕セミナー
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