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第 932 回例会

平成21年５月21日（木）

◎本日の例会プログラム
ロータリー夜学 18：30〜 割烹嘉乃、新入会員歓迎例会
◎次回例会プログラム

新入会員卓話

川崎

潤会員

前回
（ 931 回例会）の記録
平成21年５月14日(土)
■ビジター
中津RC
佐藤正直君
中津中央RC
山本博史君

■出席報告
会 員 数 29名
免 除 者 数 ０名
対 象 者 数 29名
本日出席者 22名
欠 席 者 数 ７名
出 席 率 75.86%

◎ロータリーソング 君が代、奉仕の理想
◎会長の時間 会長 加来敏男
記念式典が大成功に終わりホッとしていた矢先に、非常
に残念なことが起きてしまいました。榎本さんは我がクラブ
にとって非常に貢献して頂いていただけに、非常にショック
です。弔辞でも言いましたが、記念式典では非常に頑張っ
て頂き、特に記念誌はほとんど榎本さんが作ってくれた様な
ものだと思っています。本当にご冥福をお祈りします。
ところで記念式典ですが、
皆さんの評判は非常に良く、
口々
にマグロが凄くおいしかったと言われます。やはり食べたも
のが非常に印象に残っているのでしょう。マグロ１本のインパ
クトは強烈だったようです。また記念事業も好評で、中津平
成ロータリークラブの存在を大きくアピールできたと思ってい
ます。皆さん、今後も榎本さんの分まで頑張りましょう。
◎幹事報告
幹事 矢頭和敏
●例会変更 中津中央RC5/5（火）休会、中津RC5/6（水）
休会、別府RC、別府北RC、大分臨海RC、津久見RC、
大分南RC、大分1985RC、大分城西RC、竹田RC、宇
佐2001RC、大分1985RC、大分RC、大分東RC、豊前
RC、杵築RC、別府東RC

「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」

■前々回出席報告の修正
前々回欠席者
４名
メイクアップ
０名
欠
席
者
４名
修正出席率 86.67%→

86.67%

●メイクアップ
なし
●欠席者
松本、向笠、出納、渡邉

●週報受理 天草中央RC、仙台平成RC、竹田RC、宇佐
八幡RC、津久見RC、熊本平成RC
●週報お礼 森田パストガバナー
●幹事報告
・ロータリアン誌届く。
・ガバナー月信５月号届く。
・別府中央RCより創立20周年記念式典のお礼状
・日田RCより創立45周年記念式典のお礼状
・加古川平成RCより創立20周年記念式典のお礼状
・次期ガバナーより挨拶状届く。
・中津中央RCより５月度例会プログラム届く。
・中津市より小幡記念図書館の図書の寄付のお礼
・中津市より暴力絶滅市民会議役員総会の開催について
◎故 榎本会員に対し哀悼の黙祷をいたします。
◎故 榎本会員のご遺族の挨拶がありました。
◎委員会報告
・ポールハリスフェロー表彰
江渕会員

He Profits Most Who Serves Best

・会員増強表彰
土居会員

・20周年記念実行委員会 二反田会員
記念式典の記念品をお届けいたします。
・20周年記念実行委員会 熊谷会員
お礼状の発送が終わりました。
◎ニコニコボックス 担当：会員増強委員会
○永松会員
20周年が無事に終わりました。皆様の御協力に感謝して
います。榎本さんに非常に感謝しています。立派な記念誌
を作って頂きました。
○佐藤正直君（中津RC）
20周年はご盛会でしたね。私の孫もでんじろう先生の
ショーに行かせて頂きました。
○加来会長
20周年お疲れ様でした。20周年の時の会長を任命され
た事を感謝しています。皆様の御協力に感謝しています。事
務局に新しいパソコンを寄贈いたしました。
○矢頭幹事
20周年お疲れ様でした。先日のゴルフコンペの賞金が余
りましたのでニコニコいたします。
○熊谷会員
20周年が無事に終わりました。皆様の御協力、有難うご
ざいました。
◎次年度会長、幹事、次年度委員会への各委員会活動計
画引継ぎ
○次年度会長 江渕 一秀
ペップと地区協議会に行ってきました。
行きは、ガバナー補佐 辛嶋会員と同席し、夕方の列車
で、中津を発ち、 熊本に着いたのが、10時ぐらいだったと
思います。そのままホテルで、疲れてダウン。翌日、ガバナー
補佐会議が先にあり、辛嶋会員は、会議に出席致しました。
私は、昼からの会議でしたので、改装された熊本城の見
学に行きました。桜が、見頃を迎えていて、心休まる一時
を過ごすことが出来ました。ペップに行くと、早速会議があ
りました。次年度RIロータリー会長 ジョン･ケニー氏のメッ
セージは、
「ロータリーの未来はあなたの手の中に」でした。
①ポリオを撲滅する
②ロータリーに対する内外の認識と公共イメージ
③他者に奉仕するロータリーの能力の増大を図る
④質的にも量的にも会員組織を世界的に拡大する
⑤ロータリー独特の職業奉仕への取り組みを強調する
⑥国際ロータリー内の指導的才能を最大限に活用し育成する
⑦組織全体を通じて、継続性と一貫性を保つために
これを実施するのは皆さんです。ロータリーの未来はあ
なたの手の中にあります。一人一人のロータリアンに自らの
責務を胸に刻んでいただくために、2009-10年度のテーマと
しました。この内容をひも解いてくれたのは、ガバナーエレ
クトの山崎勝氏でした。この方が、熊本弁で話をして下さる
ものですから、かなり聞きづらく、最後まで、よく分からな
いままでした。ペップも終了し、辛嶋会員と共にホテルに戻
り、幹事や小川会員、岩渕会員、 梶原会員、青木会員と合
流し、熊本の夜を楽しく過ごす事が出来ました。協議会では、
クラブリーダーシッププランに倣（なら）い、６部会で協議
会を重ねました。帰りは、車２台に便乗して帰ってきました。

「夢をかたちに」

高速道路では、1,000円で乗り放題と言うこともあって、車
の量も多く、混みあっていました。事故も無く、無事に中
津に帰り着くことが出来ました。小野会員、小川会員、運
転お疲れ様でした!! 次年度の基本方針は、
「仲良く楽しく
ロータリーを楽しもう！」です。
①会員増強（純増１名）
②各行事に積極的に参加し、親睦を深めよう
③例会出席を楽しくしましょう
④ロータリー財団、米山奨学会へ貢献しましょう
20周年で団結しました平成ロータリーを、このまま楽しい
クラブとして、
色々な行事に取り組んで行きたいと思います。
宜しく御願い致します。
○クラブ管理運営委員会
役割 クラブの管理運営がより効果的になるような活動を
行う。
責務 ①クラブを効果的に運営する活動を行う
②出席記録をとる、または援助
③例会プログラムを計画する。
④親睦活動
⑤クラブ会報の作成
○次年度幹事
４月 第１回クラブ役員会 会長方針発表
５月 家庭集会の進行
６月 ７月プログラム 第２回クラブ役員会
委員会活動計画
７月 ８月プログラム 年間スケジュール
第２回クラブ役員会
山崎ガバナー公式訪問例会準備と予算
８月 会員増強及び拡大月間 ９月プログラム
8/25（木）山崎ガバナー公式訪問
新世代の準備と予算
９月 新世代のための月間 10月プログラム
職場例会の準備と予算
10月 職業奉仕、米山月間 11月プログラム
次年度理事指名委員（５名）を選ぶ
10/25（日）大分キャピタルRC10周年
※平成20周年３名登録
10/27（土）熊本平成RC20周年
※平成20周年２名登録
薦神社菊花展 第３回クラブ役員会
11月 ロータリー財団月間 12月プログラム
11/21（土）地区大会
熊本 会長、幹事、ガバナー補佐
11/22（日）地区大会 熊本市崇城大学市民ホール
次年度理事候補者を決める
12月 家族月間 １月プログラム 新年例会の予算
１月 ロータリー理解推進月間 ２月プログラム
２月 世界理解月間 ３月プログラム 第４回クラブ役員会
半期を終えて中間発表
2/29熊本江南RC40周年 ※平成20周年登録0
３月 識字率向上月間 ４月プログラム 花見例会の予算
４月 雑誌月間 ５月プログラム 地区大会開催
日程未定 地区大会 親睦委員会で予算
５月 ６月プログラム
６月 ロータリー親睦活動月間 ７月プログラム
今年度の決算報告 次期繰越金及び積立金の金額
（文責：田原）
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