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第1170回例会

平成26年６月27日（金）

◉本日の例会プログラム 「会長・幹事一年間の方針」梶原会長・川崎幹事
於：グランプラザ中津ホテル
◎次回例会プログラム

「各理事による一年間の抱負」
於：グランプラザ中津ホテル

前回（1169回例会）の記録
平成26年６月19日
（木）
■ゲスト

■ビジター
山本洋一郎氏（中津RC）

■出席報告
会 員 数 24名
免 除 者 数 ２名
対 象 者 数 22名
本日出席者 15名
欠 席 者 数 ７名
出 席 率 68.18%

■1168回出席報告の修正
1168回欠席者 ７名
メイクアップ
２名
欠
席
者
５名
修正出席率 68.18%→

77.27%

●メイクアップ
二反田会員（中津中央6/10）
若松会員
（中津中央５/27）
●欠席者
川崎会員・小野会員・籾倉会員・矢頭会員・渡邉会員

2013-14年度 国際ロータリー第2720地区 基本方針「ロータリーを学び、友を広げ、ロータリーを楽しもう!!」
中津平成ロータリークラブ
スローガン「Ｉ ＬＯＶＥ なかつ平成ロータリー」

◎ロータリーソング

それでこそロータリー

◎会長の時間
土居孝信会長
６月１４日土曜日、日田ロータリークラブ創
立50周年記念式典に参加してまいりました。
会 場は、日田市民 会 館 パトリア日田 大
ホールで開催され祝賀会は、三隈川の遊船
を準備していただきました。当クラブからは、私と長野定生
幹事、梶原会員、永松会員、辛島会員の５名で参加いたし
ました。
大会テーマは、
「一眼を足下に 一眼を世界に」を掲げ
ての事業であったようです。式典では、広瀬大分知事、原
田日田市長等の来賓を迎えロータリー・クラブの式典が行
われました。
創立50周年記念事業として、１. ミャンマー学習小屋改修
と図書寄贈 ２. パトリア日田前中央公園に石製卓、椅子
を寄贈の事業紹介が行われました。
続いて、記念講演では、逆説の日本史などの作家であり

ます井沢元彦氏による「歴史から見た日本人の危機管理」
という講演でした。
最後に三隈川の遊船での祝賀会でした。
感想は、ロータリアンにとっては、懐かしいメンバーの同
窓会のようでした。今までにご縁のあった仲間と会うことは
非常に和やかで楽しい会でありました。特にロータリー歴が
長く地区活動にかかわっていた経験があるメンバーは何倍
もの楽しさが味わえるのではないかと思います。
中でも記念講演は、興味深く聞かせていただきました。
日本人の危機管理に対する慣習的な弱点を事例を交えわか
りやすくお話ししていただきました。簡単に言うと、
「言霊」
言葉に霊力があるという日本古来の信仰で「縁起でもない
ことを言うと言葉に霊力が宿り縁起でもないことが起こって
しまう」という考え方が生活に定着して起こりうる縁起でも
ないことを遠ざけていくといったことです。こうした習慣から
危機管理が徹底できずいろいろな問題が発生することを指
摘されました。
正しく、企業経営においても思い当たることがたくさんあ
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りますし、わがロータリークラブにおいても会員拡大におい
ては正にこの通りだと反省することでした。
◎幹事報告 長野定生幹事
●例会変更 別府北、別府東、別府中央
●幹事報告
・米山記念奨学会より「ハイライトよねやま」
・ガバナー月信６月号
◎本日のメニュー

◎ニコニコボックス 担当：奉仕プロジェクト委員会
〔辛島会員〕日田RC50周年の式典に参加し、記念講演に大
変感銘を受けました。鵜匠の方ともお話し出来ました。
〔土居会長〕日田RC50周年の記念式典に参加し、また大変
楽しい道中でした。
〔若松会員〕紫陽花を見に、豊後高田市の若宮八幡宮に行っ
てまいりました。今年度皆勤賞も頑張ります。
〔川崎会員〕先々週は、横浜に行ってまいりましたが、帰り
に飛行機のシステム障害にあってしまいましたが無事に戻り
ました。
〔梶原会員〕日田RC50周年の記念式典に参加してまいりま
した。 屋形船に乗ることができ思い出になりました。
〔黒瀬会員〕先週の金曜日に父の米寿のお祝いをこの会場
で行いました。いいお祝いが出来ました。先日の健康診断
から8kgのダイエットに成功しました。
〔加来会員〕先週、広島と東京に行ってまいりましたが、今
週も福岡に行ってまいります。
〔出納会員〕ここ数回、中々出席できずに申し訳ございませ
んでした。
◎年度の終わりにあたって
土居会長より報告
皆さん、一年間本当にありがとうござい
ました。
毎回の広報紙や姉妹交流、ロータリー
財団との勉強会や家族事業など本当にお
世話になりました。
一つひとつの事業を振り返ると様々な想いがありますが、
皆さんのおかげで一年間を頑張れました。次年度の梶原年
度に引き継がせていただきます。
皆さん本当にありがとうございました。
会長予定者としての研修に始まり約一年半となります。
「Ｉ
ＬＯＶＥ なかつ平成ロータリー」の気概を持ちスタートさせ
ていただき、ロータリーの友情に支えていただきようやく任
を終えようとしていますが、クラブにとっての貢献ができた
かといえば疑問が残るところであります。
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まず活動方針を振り返ってみます。
①研修の充実、年間６回の研修を計画
辛島会員、永松会員にお願いして中津平成ロータリーク
ラブの創始の精神や研修プログラムを実施いたしました。
反省は、近年のプログラムを活用したものを加えることが
できませんでした。
②会員拡大、拡大目標を６人として例会を利用して情報交
換を実施する。
何とか会員拡大をと考えましたが達成できず残念でした。
反省は、情報収集をしたものの私の熱意不足であったこ
とを反省いたします。会全体でテーマとできたことは、次
年度へ引き継いでいきたいと思います。
③例会の充実と親睦の実施
親睦とプログラムを中心に充実した準備ができたと思い
ます。反省は、会員参加率を出来るだけ１００％にする努
力不足であります。担当メンバーに対して申し訳なく思い
ました。
④平成４ロータリー姉妹交流事業の実施
平成25年10月26日（土）〜 27日（日）予定
本年は、当クラブが担当クラブであり、担当の籾倉会員
には大変ご苦労をおかけしました。おかげで無事に姉妹
交流事業を終えることができました。また、会場を博多
で実施したため会員・三火会の皆様のご協力をいただき
有意義な会となりました。
⑤新世代事業の継続
５月25日、日曜日に豊後高田市香々地海岸にて恒例の
清浄園の子どもたちとの交流事業を実施いたしました。
当日、晴天に恵まれ黒瀬クラブ管理運営委員長を筆頭
に準備、運営にあたり三火会の皆さんにも参加していた
だき楽しい事業となりました。
担当者不在の中皆さんの協力によって継続事業が実施
できてうれしく思います。
⑥中津３ロータリークラブの交流の推進
中津ＲＣ、中津中央ＲＣと共に向笠忌記念例会、中津Ｒ
Ｃの60周年記念事業や式典の参加が出来てより交流を
深めることができました。
以上の活動方針を振り返って思うことは、ロータリーは、
「自分の足らざるところを学びあう場である」ということです。
今年度会長職をいただきありがとうございました。
おわりに、一つだけ貫徹できたことは、
「Ｉ ＬＯＶＥ な
かつ平成ロータリー」の精神です。今後も精進してまいりた
いと思います。
クラブ広報委員会の宇都宮委員長より報告
広報委員長になって、初めて週報を作成いたしました。
週報が途切れること無く、出し続けられたのが良かったと
思います。
クラブ管理運営委員会黒瀬会員より報告
例会のプログラムに卓話のお願いをいただくにあたり、本
当に多くの方々と折衝いたしました。 そのなかで、様々な経
験をさせていただきありがとうございました。 次年度は、会
員拡大を頑張ります。
ロータリー財団 梶原委員長より報告
毎年行っている米山財団より講演いただき、地区の財団
委員長の木村委員長にお越しいただき講演いただきました。
米山財団より補助をいただいてプログラムを作成したかった
のですが、先ずは勉強会の形で行ってまいりました。
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