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第1264回例会

平成28年７月７日（木）

◉本日の例会プログラム 「会長・幹事 一年間の方針」
◎次回例会プログラム

長野定生会長・黒瀬孝一幹事
各委員会での協議会

前回（1263回例会）の記録
平成28年６月23日
（木）
■ゲスト

■出席報告
会 員 数 26名
免 除 者 数 ３名
対 象 者 数 23名
本日出席者 17名
欠 席 者 数 ６名
出 席 率 73.91%

■ビジター

■1262回出席報告の修正
1262回欠席者 ８名
メイクアップ
１名
欠 席 者
７名
修正出席率 65.22%→

69.57%

●メイクアップ
二反田会員
（サンライズEクラブ）
●欠席者
土居会員、小野会員、籾倉会員、矢頭会員、梶屋会員、
渡邊会員、出納会員

◎ロータリーソング 四つのテスト

・中津商工会議所より会議所ニュース

◎会長の時間 辛嶋会長
みなさんこんばんは。
今日は最終夜間例会です。早いもので１年が過
ぎました。来週は６月第５週の木曜日でクラブと
してはお休みをいただいておりますので、２週間
後の７月７日の例会は長野新会長の初例会です。
長野次期会長、黒瀬次期幹事、よろしくお願いします。のちほど、
卓話の時間に「一年を振り返って」という話を手短にさせてい
ただきます。
また岡野ガバナー補佐には１年間本当にお疲れ様でした。な
んだか２、３年若返って見えます。今後ともお元気でロータリー
にご尽力ください。幹事の宇都宮さんにも大変お世話になりま
した。
また、とりわけ梶原前会長・SAAにも大変お世話になりました。
ありがとうございました。

◎本日のメニュー

◎幹事報告 宇都宮幹事
●例会変更 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、くにさきRC
●会報受理 沖代ライオンズクラブ
●幹事報告
・青少年交換アンケート提出のお願い

◎ニコニコボックス 担当：会員増強退会防止委員会
〔長野会員〕今日は締めをやれということなので、一番にニコニ
コします。来月から会長をさせていただきます。よろしくお願
いします。
〔辛嶋会長〕一年間無事に会長をつとめさせていただきました。
ありがとうございました。
〔小野会員〕二か月前から足の具合を悪くしました。例会を休ん
でまして申し訳ありません。
〔吉岩会員〕辛嶋会長、宇都宮幹事、お疲れさまでした。入会し
て半年になり、大分ロータリーがわかってきました。
〔宇都宮幹事〕１年間ほんとうにありがとうございました。幹事
の名刺がかなり余っています。記念にでもとっておきます。
〔足立会員〕入会して初めてのニコニコをします。先週高校野球
の大分県予選組み合わせが発表になりました。30年前自分も高
校球児でしたが、今年は息子が高校球児で頑張ってます。
〔土居会員〕辛嶋会長、宇都宮幹事、お疲れさまでした。次年度、
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長野会長、よろしくお願いします。梶原さん、辛嶋さんと２回
目の会長をありがとうございます。
〔加来会員〕辛嶋会長、宇都宮幹事、お疲れさまでした。只今熊
本から帰ってきました。先週は東京でインプラント学会に行っ
てきました。次年度も頑張って出席いたします。
〔出納会員〕会長、幹事、お疲れさまでした。御礼が遅くなりま
したが、清浄園の子供との交流をありがとうございます。陶芸
を通じて子供たちの素晴らしい一面を発見できました。
〔若松会員〕清浄園の子供との交流活動を担当しました。ありが
とうございます。
〔岡野ガバナー補佐〕辛嶋会長、宇都宮幹事、お疲れさまでした。
今期一年ガバナー補佐で良い経験をさせていただきました。あ
りがとうございます。
〔渡邊会員〕辛嶋会長、岡野ガバナー補佐、宇都宮幹事、お疲れ
さまでした。今期は12回休んでました。申し訳ありません。南
九州税理士会の定期総会、懇親ゴルフコンペで優勝しました。
〔中島会員〕辛嶋会長、宇都宮幹事、お疲れさまでした。今年は
プログラム担当でしたが、委員会の皆様には大変お世話になり
ました。
〔永松会員〕岡野ガバナー補佐の事務局として、方々にご一緒さ
せていただき大変勉強になりました。来期は会員拡大担当です。
頑張ってまいります。
〔二反田会員〕辛嶋会長、岡野ガバナー補佐、宇都宮幹事、お疲
れさまでした。一年間会報を担当しました。次期も引き続き会
報担当です。よろしくお願いします。
〔水田さん（事務局）〕辛嶋会長、宇都宮幹事、お疲れさまでした。
次年度もよろしくお願いします。
〔黒瀬会員〕会長、幹事、ガバナー補佐、お役目大変お疲れ様で
ございました。次年度は長野会長の下、
幹事を仰せつかってます。
よろしくお願いします。
◎一年を振り返って
・会長 辛嶋 崇
思えば１年たつのも早いもので、今日の夜間例会で私の会長
も終わりです。
今年度は岡野先生がガバナー補佐を受けてくださったので、い
ろいろ思い出も多くなりました。
ガバナー公式訪問が例年になく早い時期にありました。７月
16日でした。第１グループは岡野ガバナー補佐のご案内で６ク
ラブがそれぞれ変則的に例会を行いました。7月14日（火曜日）
に日田クラブと日田中央クラブが合同例会で、翌水曜日に中津
クラブと中津中央クラブが合同例会。その夜中津の３クラブの
会長幹事６名と野田ガバナー、岡野ガバナー補佐を囲んで懇親
会を「朱華」で行いました。翌日は玖珠クラブが16日木曜の昼
単独でガバナー公式訪問例会。そのあと中津平成クラブが夕方
単独で公式訪問例会となりました。玖珠クラブへは私が岡野ガ
バナー補佐にお供して朝早く中津を出発しました。おかげで野
田三郎ガバナーとも親しくお話しできてよかったと思っていま
す。
10月30日（土）〜 11月1日（日）にかけて平成4姉妹クラブ
の集まりがありました。今年度は当番が熊本平成ロータリーク
ラブだったので、熊本市に集まりました。ホテルメルパルクホー
ルで例会があり、各クラブの報告などあり楽しく過ごしました。
翌日は熊本城を見学、お昼は赤煉瓦館で昼食を美味しくいただ
きました。
次に大きな思い出は11月７日（土）のIM（インターシティ・
ミーティング）でした。
実はこの日の前日、11月６日（金曜日）、私と妻は皇居に参内
し天皇陛下に謁見を賜りましたため出席できませんでした。岡
野ガバナー補佐には大変失礼いたしました。でも盛会裏に終わっ
たとお聞きしうれしく思いました。
時系列に述べていきますと、12月17日（木）に中津３クラブ
合同忘年例会がありました。今年度は中津平成の当番だったの
で黒瀬親睦担当はじめ会員の皆さんには大変お世話になりまし
た。
恒例の新年家族会は今年も１月７日夜、小野会員の割烹「嘉乃」
で行いました。この日は新入会員として鎧坂さんと吉岩さんを
お迎えしました。お二人にとりましてこの日は一生忘れない日
となることでしょう。また、ビンゴ大会にはたくさんの景品を
調達していただき、大いに盛り上がった楽しい夜でした。
我がクラブの国際奉仕は、バングラデシュの図書館に創立以
来かかわっていますが、「バングラデシュの現在」と題して医師
のラファマン・ファズル氏に来会いただき卓話をしていただき
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ました。
それから私の希望で、月に一回は夜の例会にしていただこう
とお願いしていましたが、実行していただきありがとうござい
ました。もとより納涼例会、
月見例会、忘年例会（３クラブ合同）、
新年家族会、花見例会、最終例会（来週夜の予定ですが）と従
来からありましたが、そのほかに夜間例会をしていただきまし
た。
地区大会には大勢で参加したいというのが最初からの思いで
した。岡野ガバナー補佐が出席点呼をとるときに大勢会員が居
てほしいと思っていたからです。しかし、今年の地区大会は少
し例年と違い、よほど早朝に中津を発たなければ朝10時の開会
式に間に合わない状態でした。結果的には岡野ガバナー補佐の
出席点呼は無く、その日の夜ガバナーを囲んでのRI会長代理と
の懇親会でやっと会員一同が揃いました。翌日日曜日は午前中
リーダーシッププランの研修会でした。
4月14日は例会日でしたが、この日の夜9時半ごろ地震があり、
熊本方面は震度７の大揺れでした。翌々日16日の未明にまた大
きく揺れ、今度は由布市を震源に震度7の地震があり、中津でも
相当揺れました。熊本の皆さんに心からお見舞い申し上げます。
最後になりましたが、青少年奉仕のイベントである清浄園の
子供たちとの交流会を安心院家族旅行村で開催しました。雨天
だったので全員体育館で陶芸教室を楽しみました。そして屋外
でバーベキューを皆で楽しく食べました。折り畳みのテントと
火起し機（バーナー）にみんなの関心が集まりました。
こうやってアッという間に一年が経ちましたが、楽しい思い
出が残りました。ほんとに皆さんありがとうございました。
・幹事 宇都宮 監浩
１年を振り返って、いつの間にか幹事に任命され何も解らな
いままスタートしました。
運営等は、辛島会長に引っ張って頂いて無事一年を終わるこ
とが出来ました。
個人的には、遠方での行事には仕事柄参加出来ないことが多
かったのですが、通常の例会には、ほぼ全て出席出来たような
気がします。いままでは欠席が多かったのかと思いますが、幹
事となって出席できるよう予定を組めました。
幹事として不十分でしたが、良い経験となりました。

辛嶋会長へ花束贈呈 長野次期会長より 宇都宮幹事へ花束贈呈 黒瀬次期幹事より

岡野ガバナー補佐へ花束贈呈 辛嶋会長より

年次最終夜間例会 乾杯 岡野ガバナー補佐
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一本締め 長野次期会長

