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第1301回例会

平成29年４月27日（木）

◉本日の例会プログラム 2016-2017年度地区研修・協議会報告
◎次回例会プログラム

5/4（木）休会
5/11（木）ゲスト卓話
「福祉施設から見た現在の地域福祉」
いずみの園 総務部部長 堂本高雄氏

前回（1300回例会）
の記録
平成29年４月20日（木）
■ゲスト
なし
■ビジター
なし

■出席報告
会 員 数 24名
免 除 者 数 ４名
対 象 者 数 20名
本日出席者 13名
欠 席 者 数 ７名
出 席 率 65.00%

◎ロータリーソング それでこそロータリー
◎会長の時間 長野会長
今日は久しぶりにスーツで来ました。福岡に営業
所があるため、月に１回から２回必ず行っている
のですが、その帰りです。福岡に行き、営業所で
営業会議を行い、客先をまわります。それは情報
を積極的に取りに行き、客と積極的に会わないと仕事は増えない
と思うからです。この積極的にと言う部分はロータリー活動にも
言えると思います。ロータリー情報を聞き、各種大会に参加し、
年次寄付を行う。すべて積極的にやるということです。出席は当
たり前ということなら積極的ではありません。出席だけとはロー
タリー活動と言えるのでしょうか？私の年度はあと２ヶ月です。
次年度も続けて、積極的にロータリー活動をお願いします。
◎幹事報告 黒瀬幹事
●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、大分キャピタルRC
●週報受理 宇佐RC
●幹事報告

■1299回出席報告の修正
1299回欠席者 ６名
メイクアップ
５名
欠 席 者
１名
修正出席率 71.43%→

95.24%

●メイクアップ
梶原会員、
中島会員、
矢頭会員
（地区大会3/25）
永松会員
（中津4/5）
、
加来会員
（サンライズ3/19）
●欠席者
佅倉会員

・ガバナ―月信4月号
・年度終了懇親会並びに次年度引継ぎ式のご案内
・中津ＲＣ5月例会プログラム
・2017-2018年度 地区会員増強セミナーのご案内
◎本日のメニュー

◎ニコニコボックス クラブ広報管理運営委員会
〔辛嶋会員〕1300回例会を記念してニコニコします。みなさんもど
うぞ。
〔梶原会員〕私も同様に1,300円を、お祝いとして。
〔若松会員〕1300回のうち、欠席を１回だけしています。1299回
は出席です。
〔二反田会員〕私も若松さんと同じで1299回出席です。
〔矢頭会員〕1500回分までニコニコします。
〔足立会員〕今日から当支店に新入行員が着任しました。私も含め、
行員全員が新鮮な気持ちになって仕事をしています。いい緊張感
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もあります。
〔川田会員〕ロータリーで初めてニコニコします。半島情勢が緊迫
の中、土日は韓国に行ってきました。無事に帰ってきました。
〔加来会員〕今年の青少年交流活動は、上津江のフィッシングパー
クにて釣りとバーベキューを行います。６月４日です。よろしく
お願いします。
〔永松会員〕尿管結石になりまして、病院に行ってます。まもなく
1か月になりますが、薬が多くて困ってます。
〔鎧坂会員〕1,300円ニコニコします。
〔長野会長〕私も1,300円ニコニコします。
〔黒瀬幹事〕北朝鮮、森友学園、我孫子の事件と、次々とメディア
のターゲットが動いてます。1300回を記念して2,000円ニコニコし
ます。
〔土居会員〕私も1300回を記念してニコニコします。多くのニコニ
コをありがとうございました。
◎会員卓話 「雑誌月間にちなんで」 土居会員
ロータリークラブの年間事業計画において今月４月は、雑誌
月間であります。本日は、渡邉文敏会員が仕事上の公務のため
卓話をすることができませんので例会担当の土居が務めさせて
いただきます。
我々ロータリアンにとって一番身近な雑誌であります「ロー
タリーの友」４月号を題材に話を進めてまいります。
「ロータリー
の友」は月刊で発
行され“ロータリア
ンのバイブル”とな
りうる情報を届け
てくれます。
ま ず 左 開 け、 横
書 き 巻 頭 にRI会 長
のメッセージから
始まり、ロータリー
活動の基礎編が紹
介されています。
毎月、「ロータリーとは」ロータリーの誕生とその成長、日本
のロータリー、当年度のＲＩテーマ（2016-17：
「人類に奉仕す
るロータリー」）
、ロータリーの目的、四つのテストが紹介され
ています。
新入会員の方は熟読をお願いします。また、ロータリーの事
業や役職を執行した際は、振り返ってみると必ず、光明を得る
ことでしょう。特に「四つのテスト」は、組織運営や企業運営
をシンプルに示唆して
くれます。
今月はインターアクト
の歴史を写真によって
過去から今、そして未
来へご案内となってい
ます。当地においては、
東九州龍谷高校が実践
校であります。

ロータリーリークラブの活動報告のページです。
今月は、硬くぎこちなかったクラブからしなやかなクラブへ
と女性会員の拡大によって変貌を遂げたようです。その他にも
高知や福井、多治見西ＲＣなど新しい事業に取り組むことがで
きています。
世界のロータリーニュースには、日本・アメリカ・ガンビア・
ブラジル・ボリビアなどの各国の情報があり、ロータリー米山
記念奨学会はこれまで、日本への留学生約２万人を支援してき
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たそうです。また、2014
年、ボリビアでの人口１
人当たりの医療費は947
ド ル（11万 円 ）
、アメリ
カでは9,400ドル（110万
円）はたして医療大国日
本は、いかがでしょうか？

このページは、ROTARYのお知らせ
横書き記事の巻末になり、日本ロータリー分布図や地区別ク
ラブ数・会員数一覧表が記載されています。
当地区は、皆さんご存じのように第2720地区の第１エリアに
当たります。クラブ数：74、
会員数：2,406（2017年１月末現在）
このページで全国に広がるロータリアンの仲間がいることを
実感し、小さな小さな“中
津平成ロータリークラ
ブ”で あ り ま す が、 き っ
と、必ず、私たちでしか
できない誇り高き仲間で
あることを将来発信した
い気分になります。
なせば成る、ならぬは、
人（我々）のなさぬなり
けり
ここは、右開き、縦書きページ74の目次からスタートです。
2016年10月１日 国際ロータリー第2830地区 地区大会記
念講演の要旨を紹介しています。
「母子の健康」、女性の健康は女性のものだけではありません。
女性が健康で生き生きとした状態だと、家庭や社会が健康にな
ります。女性の健康サポートが地域社会の活性化につながると
いうことを紹介されています。
シリーズクラブを
尋ねて、東日本震災
から６年、復興に尽
力したパワフルな人
た ち 大 船 渡 西RCの
物語。
愛の広場、ロータ
リアン個人の報告や
心情が綴られていま
す。
ロータリー・アット・ワークでは、八潮ロータリークラブの
「障害のある人もない人もともに楽しもう！」
、鹿児島南ＲＣ「わ
たしの夢・ぼくの夢発表会」
、等の各クラブの事業紹介が満載。
当クラブもぜひ青少年事業をエントリーしたいものです。
ロータリーの友は、正にロータリアンのバイブルであります。
この雑誌に人生の気付きを見つけたり、自分のクラブに夢を馳
せたり、必ずロータリーの歯車とともに新たな人生の歯車の指
導があるものと思いま
す。こんな身近にお金に
代えがたい宝物があると
いうことです。今後も例
会に雑誌紹介を組み込ん
でロータリアンの心のエ
ンジンに火をつけること
ができるよう努めます。
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