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第1310回例会

平成29年７月20日（木）

◉本日の例会プログラム 各理事による１年間の抱負
◎次回例会プログラム

18時30分より
納涼例会
18時30分より

グランプラザ中津３階
焼肉平安にて

前回（1309回例会）の記録
平成29年７月６日（木）
■ゲスト

■ビジター
林会長（中津RC）
吉田幹事（中津RC）
古田会長（中津中央RC）
恒藤幹事（中津中央RC）
山本洋一郎氏（中津RC）

■出席報告
会 員 数 22名
免 除 者 数 ３名
対 象 者 数 19名
本日出席者 16名
欠 席 者 数 ３名
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
今日は、中津ロータリークラブ今年度会長の
林誠司さん、幹事の吉田清勝さん、中津中央ロー
タリークラブ今年度会長の古田廣美さん、幹事
の恒藤雅彦さんに年当初のごあいさつにお越し
いただいてます。
ロータリーの目的についてもう一度ここで１〜４まで読み
上げますと、ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎とし
て奉仕の理念を奨励し、これを育む事にある。具体的には
次の各項を奨励することにある。
第１ 知り合いを広めることによって 奉仕の機会とするこ
と
第２ 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価
値あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロー
タリアン各自の職業を高潔なものにすること
第３ ロータリアン一人一人が、個人として、また事業及び
社会生活において日々、奉仕の理念を実践すること
第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワーク
を通じて、国際理解、親善、平和を推進すること

■1308回出席報告の修正
1308回欠席者 ５名
メイクアップ
０名
欠 席 者
５名
修正出席率 75.00%→

75.00%

●メイクアップ
なし
●欠席者
長野（修）会員、佅倉会員、仲本会員、吉岩会員
鎧坂会員

皆さん奉仕と言う言葉をよく耳にしますが、奉仕とは簡単
に言いますと他人や社会の為に尽くすことでボランティアは
自発的に社会貢献です。職業を通して奉仕活動を行う。また、
人の為、社会の為にボランティア活動を行う事によって、ロー
タリアンであることに誇りと自覚を持って活動していきま
しょう。
また、今年度月2回以上の例会開催にあたり、その試みが一
年を通じてどの様な成果が得られるか、またどのような問題
点が生じるかは皆さんとまた考えていきたいと思います。特
に夜間例会の時には一層会員同士の親睦を図っていただき、
その中で新入会員の情報など皆さんと共有しあえたらと思い
ます。
１年間どうぞよろしくお願いします。
◎幹事報告 永松幹事
●例会変更 別府東RC、別府RC、別府中央
RC、津久見RC、杵築RC、くにさきRC
●週報受理 湯布院RC、宇佐RC、仙台平成
RC、杵築RC
・中津中央RCより７月例会プログラム
・中津商工会議所より会議所ニュース

「人類に奉仕するロータリー」 “ROTARY SERVING HUMANITY”
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・刊行物 ロータリーの友７月号、ガバナー月信７月
・その他 2720 Japan O.K. ロータリーＥクラブよりメークアッ
プ料についてのご案内、2017年度上期普通寄付金のお願い
◎ご挨拶
・中津ロータリークラブ林会長挨拶
中津ロータリークラブ2017-2018年度会長を
務めさせていただきます林と吉田幹事です。1
年間よろしくお願いします。本年度中津クラブ
ではインターアクトの年次大会を開催させていただくことと
なっています。皆様の多くのご参加をお願いします。
・中津中央ロータリークラブ古田会長挨拶
中津中央ロータリークラブの本年度会長を務
めさせていただく古田です。そして、恒藤幹事
です。よろしくお願いします。私どものクラブ
は本年度は３クラブ合同例会の幹事クラブと
なっています。よろしくお願いします。
◎新入会員認証式
中津菓子工房スイート・アンジュ 佐藤慎也氏
・新入会員挨拶
中殿で中津菓子工房スイート・アンジュとい
うケーキ屋をやっております、佐藤と申します。これからよ
ろしくお願いします。ロータリーク
ラブとは奉仕をする団体だといろい
ろな方から聞いています。奉仕をし、
そこからいろいろなことを学び、私
が学んだことを皆さんにもお伝えし
たいと思います。ギブアンドテイク
で活動したいと思いますのでよろし
くお願いします。

◎ニコニコボックス
〔黒瀬会長〕会長になってもニコニコには毎回出ようと思いま
す。ただし、ウケ狙いではなく、普通に喋ろうと思います。
それと余談ですが、また車をぶつけてしまいました。こうやっ
て長々と話を引っ張ったのはこの後の私の話をできるだけ短
くするためです。
〔川田会員〕私の名前が前の組織表の中に５つくらいあるので
すが、せっかくこうやって選ばれたので精一杯やって行こう
と思います。そして、今日入会した佐藤君ですが、私と16歳
のころからの付き合いで、昔はかなり悪かったです。本当に
悪かったのです。ですが、こうして同じロータリークラブに
入れることを嬉しく思っています。
〔永松幹事〕先ほどの幹事報告で言い忘れたことがあります。
まず、この例会後に理事会を行います。理事の方は残ってく
ださい。そして、
このグランプラザの駐車場が変更になります。
そして次回例会は夜間例会で会場が変わりますので気をつけ
てください。食事も出ませんのでよろしくお願いします。本
年度は例会ごとにきっちり出欠をとりますので、水田さんの
電話には出るようにしてください。そして、佐藤君、入会お
めでとうございます。
〔中島会員〕みなさん、ニコニコありがとうございました。会
長、幹事１年間頑張ってください。そして、佐藤君、入会お
めでとうございます。それと私は今週の火曜日から学校に通
い始めました。私以外全員20代、30代の女性という学校です
が、頑張って通学します。そして、やっと念願の私の会社オ
リジナルのお香ができました。また機会があれば、皆さんに
配りたいと思います。
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ロータリー：変化をもたらす
ROTARY : MAKING A DIFFERENCE

◎今年度活動方針
黒瀬会長
基本方針 「共に学び 共に楽しもう」
スローガン 「一以貫之」
今年度、会長を務めさせて頂くにあたり、数々
の研修会に参加したことでロータリー五得を知りました。そ
れは、
『よき友を得る・人の和を得る・教訓を得る・心に悟り
を得る・天寿を得る』と言う言葉でした。この五得にロータ
リーの魅力が込められていると思います。
そこで、ロータリーの魅力の再発見の為、私は５つのテー
マを掲げました。
①地区大会・周年事業・研修会等の積極的参加を促す
地区大会・周年事業への参加を通じて、他クラブの多く
の方たちとの交流を深め、さまざまな経験の上でロータリー
の魅力を再発見する。
②例会出席率の向上
例会はロータリーの道場であり、例会出席がロータリー
の原点と考えます。
そのためには「出席して良かった。
」と思えるような例会
を実施し、また、メークアップの積極的参加を是非皆さん
と実施していきましょう。
③リーダーシップのスキルを養成し次世代のリーダーを育てる
当クラブは来年30周年を迎えます。
近年、若年層の入会と共に、私も含めロータリー経験の
浅い会員の為の研修・勉強会の場を設けていきたいと思い
ます。
④青少年奉仕
毎年実施しております、清浄園の子供達との交流事業は
本年度のみならず、毎年継続して行われることを望みます。
特にこの事業を一般の方々にマスメディアを通して伝え、
ロータリーのプログラムに対する理解・評価・支援を推進
していきたいと考えます。
⑤会員の拡大と退会者をなくす
会員増強については無理のない入会の勧め方を、退会者
については今一度考え会員増強と退会防止の両輪で会員拡
大を進めていきたいと思います。
本年度は、当クラブ30周年を前にホストクラブの年でもあ
ります。永きに渡り、姉妹交流を深めてまいりました仙台平
成RC・熊本平成RC・加古川平成RCの皆様をおもてなしの心
でお迎えできるよう、勇往邁進していきたいと思います。
最後に例会に出席がどうしても出来ない方は、是非メーク
アップをお願いしたいと思います。
永松幹事
本年度、幹事を務めさせていただくことにな
りました、永松です。
一年間よろしくお願いいたします。
本年度は、月2回以上と言う事で、色々と例会の在り方が変わっ
て来ると思います。
基本的には、毎月、第1、第3、木曜日、に行うことになりま
した。
第1木曜日は、今まで通りに昼の例会です。第3木曜日は、夜
間に行うようにしました。
夜間例会の場合は、まず会場が多少違います。三階の藤の間
で行い、食事は場所を移動して行うこととしました。今まで
の場合は、食事をしてすぐ帰ると言う事で、何かコミュニケー
ション不足だなと思っていました。夜間例会での膝を付き合
わせた1時間の方が何倍もコミュニケーションが取れると思っ
ています。然し乍ら初めての事ですし、入会3年目のまだまだ
勉強不足の身ですが、クラブのために行動していきたいと思
います。
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