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第1319回例会

平成29年11月16日（木）

◉本日の例会プログラム 会員卓話 「佐藤慎也会員」
◎次回例会プログラム

例会 グランプラザホテル 親睦 龍華飯店
年次総会 「年次総会について」
例会 グランプラザホテル

前回（1318回例会）
の記録
平成29年11月２日（木）
■ゲスト
■出席報告
会 員 数 22名
ロータリー財団について
免 除 者 数 ３名
卓話者 国際ロータリー第2720地区
対 象 者 数 19名
ロータリー財団 部門長 瀧 満 会員
本日出席者 16名
欠 席 者 数 ３名
■ビジター
出 席 率 84.21%

◎ロータリーソング

君が代、奉仕の理想

◎会長の時間 黒瀬会長
先週の28・29日、当クラブがホストク
ラブとして開催されました姉妹交流会に
参加された方、大変お疲れ様でした。
各クラブが来年30周年を迎えるにあた
り、１・２年姉妹交流の事業がお休みになると思います。
今回参加されなかった方、是非次回の参加の方お願い致
します。
又、本日は国際ロータリー第2720地区 ロータリー財
団部門長 瀧 満様をお迎えしてロータリー財団について
卓話を頂きます。後程よろしくお願い致します。
さて11月に入り色々なところで紅葉の話が出ますが、
紅葉の色合いと言うのは、毎年違うものです。色合いの
素晴らしい年もあれば、
悪い年もあります。また、
木によっ
て紅葉の進み具合が早かったり遅かったりもします。
紅葉がより美しくなる条件には夜間の急激な冷え込み

■1317回出席報告の修正
1317回欠席者 １名
メイクアップ
１名
欠 席 者
０名
修正出席率 94.73%→

100%

●メイクアップ
梶原会員
（龍谷高）
●欠席者

や、大気の乾燥による地中水分の減少・直射日光の強弱
などが関係すると言われております。もっとも重要な気
温は、１日の最低気温が８℃以下になると紅葉が始まり
ます。更に５〜６℃以下になると一気に紅葉が進むそう
で、昼夜の気温差が大きいことが重要になります。
この様な条件が満たされることによって、葉の色合い
も良くなり、木々が一斉に紅葉し美しい紅葉が楽しめま
す。
是非、深耶馬等ご家族や奥様と二人で、またゆっくり
一人で紅葉見物に出かけてみてはいかがでしょうか。
◎幹事報告
●例会変更 宇佐ＲＣ、くにさきＲＣ、別府Ｒ
Ｃ、別府東ＲＣ
●週報受理 宇佐ＲＣ、宇佐2001ＲＣ
●会報受理 中津沖代ライオンズクラブ
●幹事報告
・地区委員会 委員長・委員 推薦のお願い
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ロータリー：変化をもたらす
ROTARY : MAKING A DIFFERENCE

・大分南ＲＣ４０周年記念式典の御礼
・中津商工会議所より会議所ニュース
・職業奉仕第２回セミナーのご案内
・ガバナー月信11月号
・ロータリー財団月間リソースのご案内
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◎ニコニコボックス 担当：奉仕プロジェクト委員会
〔国際ロータリー第2720地区 ロータリー財団 部門長 瀧 満会員〕
本日の卓話よろしくお願いします。
〔梶原会員〕瀧さん本日の卓話引き受けて頂き、ありがとう
ございます。
〔土居会員〕姉妹交流お疲れさまでした。無事に終わって
よかったです。
〔中島会員〕不幸事が続きで、自分も気をつけようと思いま
す。
〔永松幹事〕風邪で声が出ないのでニコニコします。
〔黒瀬会長〕今日は行橋の現場から出席しました。そしてま
た戻ります・・・。
〔加来会員〕姉妹交流のゴルフ場にて、麻生太郎にあいまし
た。
〔若松会員〕特に努力しないで、1か月ぐらいで10キロ痩せ
ました。体は健康そのものです。
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◎ゲスト卓話
「ロータリー財団部門報告」
国際ロータリー第2720地区
ロータリー財団 部門長 瀧 満会
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