2011〜2012年度

2011〜2012年度
国際ロータリー・テーマ

中津平成週報

こころの中を見つめよう
博愛を広げるために

Rotary Club Of Nakatsu Heisei

国際ロータリー2720地区
会長

二反田新一

国際ロータリー会長

カルヤン・バネルジー

中津平成ロータリークラブ
幹事

若松 定生

会報担当

熊谷 直輔

クラブ広報委員長

川崎

潤

例会日／毎週木曜日 12：30
例会場／グランプラザ中津ホテル TEL 0979-24-7111
事務局／〒871- 0055 中津市殿町1383の1 中津商工会館２Ｆ
TEL 0979 -22-9716 FAX 0979 -22-9722

e-mail office@n-heisei.org

http://www.n-heisei.org/

第1039回例会

平成23年９月１日（木）

◉本日の例会プログラム 会員卓話「ロータリーと私」
矢頭和敏会員
◎次回例会プログラム

ゲスト卓話『（70）防災対策について』
防災危機管理課 防災班課長補佐（総括） 秦 尚人氏

前回
（1038回例会）
の記録
平成23年８月25日（木）
■ゲスト
松本達雄氏

外４名
殿畑安司氏
中尾英治氏
熊谷大輔氏
花岡訓代氏

■ビジター
河野誠男君（中津中央）

■出席報告
会 員 数 24名
免 除 者 数 １名
対 象 者 数 23名
本日出席者 16名
欠 席 者 数 ７名
出 席 率 69.57%

◎ロータリーソング それでこそロータリー
◎会長の時間
会長 二反田新一
本日は私事で恐 縮ですが、出身の中 津
南高同窓会での東北復興支援についてお話
します。1977年 卒 業、高 校29回生のクラ
スメイトで東北の漁港へ船を送ろうというプロジェクトが進
行中です。当初は同級生で義援金を送ろうという漠然とし
た計画でしたが、今回の震災による津波で東北の漁船の
多くが流されてしまい、漁業関係者はやる気と元気がある
にもかかわらず、仕事が出来ない状態にあることを知り、
そうであれば目的が明確な支援をしようと、今回のプロジェ
クトが立ち上がりました。
たまたま同級生の一人が中津漁港の支店長を務めてお
り、そちらを通じて、小祝の漁師さんが使用してない漁船
二隻を無償で提供してくれるという話も舞い込んで来まし
た。
先週日曜日には、同級生男女約20名が参加して、船体
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■前々回出席報告の修正
前々回欠席者
４名
メイクアップ
３名
欠
席
者
１名
修正出席率 81.82%→

95.54%

●メイクアップ
熊谷（中津）
・岩渕（中津）
・長野修（中津）
●欠席者
出納皓雄
のペンキ塗りをしましたが、新品のように美しくなりました。
この模 様は、当日のN H K大分のニュースと、翌日の大分
合同新聞朝刊でも報道されました。本日朝、宮城県南三
陸町へ向けて出発しました。運転も我々の同級生です。７
ｍと８ｍの漁船２艘と船外機３機、パソコン１台、石巻市
への消防ホース10本、一般市民の女性の方から「一緒に
持っていって！」と頼まれた手作りの「アクリルたわし」２
枚組50セット、いろんな物とみんなの思いを積み込んでの
出発でした。今日の出発式にはTOSテレビが取材に来て
いました。
２日かけて陸 送し、８月27日に引渡しの予定ですが、
私を含めて同級生４名が明日空路で東北へ向かい、引渡
しのお手伝いをさせて頂きます。帰りには現地の酒やお菓
子、名産品などを購入して積み込んで帰る予定です。
同行の一人が、中津RC会長の川原田君ですが、中津
RCでは塩釜RCへ義援金を送るとのことで、明日の夜には
塩釜RC例会に一緒にメーキャップ出席いたします。塩釜RC
は震災当日にR I会長代理として2720地区大会にお越しい
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ただいた、桑原茂さんの所属するRCです。明日はたまた
まガバナー公式訪問とのことで懇親会も催されます。
ちょっとした思い付きから始まりましたが、皆の思いが
重なり合い、広がってゆくこととなりました。

特に母里太兵衛の『名槍日本号』を呑み取る逸話をもとに
黒田官兵衛について卓話をいただきました。さらに会で自作
した踊りも見せて頂きました。また是非に 『黒田官兵衛』
の大河ドラマが出来ることを願って推進運動を行っています。

◎幹事報告
青木会員（幹事代理）
●例会変更 中津RC9/14（水）観月例会の
ため18：30より、中津中央RC9/13（火）観
月例会のため18：30より、宇佐RC、日出RC、
別府RC、別府北RC、別府中央RC、大分東RC、大分南
RC、大分城西RC
●幹事報告
・中津市生活安全推進協議会より表彰規程に基づく表彰候
補の推薦の依頼。
・ガバナー月信８月号届く
・2010～2011年度RI2720地区ガバナー事務所閉所のお知
らせ
・中津中央RCより９月プログラム届く
●理事会報告
８月22日持ち廻り理事会にて下記が承認されました。
１．９月15日（木）観月例会事業予算案
２．９月25日（日）奉仕プロジェクト委員会・新世代担
当による清浄園交流事業計画及び予算案

黒田官兵衛 〔如水〕 年譜項目
年号
1546（天文15）年 播州姫路城に生まれる。
※名刀圧切り長谷部
1575（天正 3）年 岐阜城にて織田信長に謁見
1578（天正 6）年 荒木村重に伊丹有岡城に幽閉される。
※藤の花
1579（天正 7）年 有岡城が落ち地下牢から救出される。
※竹中半兵衛と松寿丸
1582（天正10）年 本能寺の変
秀吉に天下取りを進言・中国大返し
※備中高松城と中国大返し
1587（天正15）年 豊前国六郡の大名となり中津城築城
※宇都宮鎮房朱印状返上
1589（天正17）年 長政に家督を譲る。
※如水軒
1590（天正18）年 秀吉の命にて小田原北条氏を降伏、開
城させる。
※北条家家宝
秀吉天下統一なる。
1592（文禄 1）年 文禄の役 第一次朝鮮出兵
1596（慶長 1）年 母里太兵衛『名槍日本号』を呑み取る。
※天下三槍と正三位と黒田節
民謡 『黒田節』 のモデル
1597（慶長 2）年 慶長の役 第二次朝鮮出兵
※如水円清
1598（慶長 3）年 豊臣秀吉 没
1600（慶長 5）年 石垣原の合戦 〔大友氏滅ぶ〕
※如水原と石垣原の合戦
関が原の合戦
※関が原の合戦と左右の手
黒田家筑前五十二万石の太守となる。
※赤合子型兜
1604（慶長 9）年 京都伏見黒田家屋敷にて逝去〔五十九
歳〕
※生涯五十七戦無敗

◎委員会報告
・奉仕プロジェクト委員会〔新世代担当 長野（修）会員〕
９月25日（日）安心院家族旅行村での清浄園との交流事
業についての案内。
・二反田会長
2720地区ブライダル推進委員会の推進について。
◎ニコニコボックス
○梶原会員
今日のゲストの松本達雄氏の卓話依頼の件。
○小路会員
８月24日のNHK『ためしてガッテン』について参考になり
ましたよ。
○出納会員
９月25日（日）の交流事業はお世話になります。
九州大会（野球大会）についての報告。
◎二反田会長
今日のゲストの松本達雄氏の卓話依頼の件。
◎ゲスト卓話
『黒田如水を大河ドラマへ』
豊前国中津・黒田武士顕彰会
松本達雄氏 外４名
※黒田官兵衛（如水）について年譜（別表）に基づいて卓話
をいただきました。
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