ては、各クラブが地元や海外の地域社会と

のであるが乗客としてただ行きを共にしてい

どれだけ分かちあうことができるかを決定づ

る人々はジョインしているにすぎない。パー

けるのです。ですから私は皆さんにお願いし

ティシペイトとは自分の部署をしっかり守り、

たいのです。どうか、これまで以上にロータ

その責任を全うして全体の進行に協力するこ

リーと個人的にかかわり、奉仕プロジェクト

とである、と。クラブ行事、奉仕活動、姉

と会員増強の両面から積極的に参加して下さ

妹交流、研修セミナー、地区大会等々、全

い。」とあります。

てに参加される努力を重ねていただき、是非

さて、平成元年11月16日に創立されまし
た私共の中津平成RCも本年で19年目を迎え

ご参加下さい。
ブ現況並びに活動計画書」及び「クラブ活

取り組み、学び、親睦がやや慣れすぎてき

動報告書」の中に「各種行事出席者一覧表」

たのではないでしょうか。未熟ながら私自身

のページがあり、出席者を明示していまし

のロータリー活動を振り返ってみますと、ロー

た。但しH5年からは掲載されなくなり、途中

タリーの諸活動は参加し体験して改めて理解

（1999-2000）熊谷会長年度の折復活しまし

することも多く、そして参加会員同士の触れ

たが、又中止されています。本年度はこの「各

合いがロータリーを継続していく力を生み出

種行事出席者一覧表」を復活させます。１

す源と思っています。

年が終わり、多くの行事に出席された会員を、
是非共皆さんで賞賛して拍手をしてあげて下
さい。

う」です。

RI会長のメッセージの最後にもあります。 １．手を出し合いましょう。手伝いの声を掛
「ダイナミックなプロジェクトのアイデアを立
案したり、他の会員を行動へと駆り立てたり
する献身的なロータリアンが、すべてのクラ
ブの支柱的存在となることは明白ですが、そ
のような人物の数は決して多くありません。
しかし、私達が自ら進んで関与する事を決意
し、その重要な最初の一歩を歩み出すなら、
そしてただ一言、
「はい」と肯定的な返答を

けましょう。

少数の委員会はグループで
３．発表しましょう。
例会中に発表してください。発言する
事が楽しい例会の第一歩。
５．会員増強〜純増３名

の説明…英語には参加という意味の言葉に

participateとjoinの２つがある。これを船
に例えてみると船には沢山の人が乗っている
が、船員として運航業務を担当して働いてい
る人々、この人々はパーティシペイトしている

中津平成ロータリークラブ
会
長
幹
事
会報委員長

国際ロータリー会長

ウィルフリッド・Ｊ・ウィルキンソン

若松定生
榎本正則
田原和己

例会日／毎週木曜日 12：30
例会場／中津オリエンタルホテル
☎24-8111
事務局／〒871-0055 中津市殿町1383の1 中津商工会館2F
☎0979-22-9716 FAX 0979-22-9722
メール／office@n-heisei.org
ホームページ／ http://www.n-heisei.org/

第 844 回例会

平成19年７月12日（木）

◎本日の例会プログラム
○次回例会プログラム

２．委員会を開きましょう。

４．100％出席しましょう。

ティシペイト）
＝参加せよ」東ケ崎RI会長

ROTARY SHARES

国際ロータリー2720地区

四大奉仕委員長・SAA・各委員長「今年度活動方針」
各委員長「今年度活動方針」

動をお願いする場合があります。

タリアンになれると私は信じています。」
会長の年度の方針「参加し敢行せよ（パー

ロータリーは分かちあいの心

必要に応じて会員の所属委員会の移

することができたなら、誰もがこのようなロー
最初の日本人RI会長（1968-69）東ケ崎

中津平成週報

H元年〜 H ４年（1990-1993）迄は「クラ

ました。この年月の間にロータリーへの貢献、

本年度の私の年間テーマは「参加しましょ

2007〜2008年度 国際ロータリー・テーマ

2007〜2008年度

前回（ 843 回例会）の記録
■ビジター
東納英一ガバナー補佐
中津 RC 村上玄児君、宮部
若松舜児君
中津中央 RC 安田雅豊君

平成19年７月５日（木）

直君

■前々回出席報告の修正
前々回欠席者
３名
メイクアップ
３名
欠
席
者
０名
修正出席率 88.46%→

100%

６．クラブリーダーシッププランへの取組み
７．平成４ロータリークラブ姉妹交流
当クラブが当番です。次年は20周年
で休止です。盛り上げましょう。
８．ロータリー財団、米山奨学会への貢献を
推進する。
（文責：田原）

■出席報告
会 員 数 26 名
免 除 者 数 ０名
対 象 者 数 26 名
本日出席者 18 名
欠 席 者 数 ８名
出 席 率

●メイクアップ
渡邉、辛嶋
（中津）
、小川
（中津中央）

69.23%

●欠席者
なし

「ロータリーは分かちあいの心」

ROTARY SHARES

「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」 He Profits Most Who Serves Best

ロ ー タ リ ー ソ ン グ

致します覚悟です。どうぞご支援よろしく

君が代、手に手つないで

わります。

お願い致します。初めての会長の時間を終

ニ コ ニ コ ボ ッ ク ス

・加来会員

担当 ：クラブ奉仕委員会

とうございました。若松

・若松会長

会長よろしくお願いしま

松本会長、青木幹事

会長

若松

・村上会長（中津RC）
正則

ロータリー10年で会長

●例会変更 豊後高田RC

をします。若松さんどう

定生

幹事

2007 〜 2008年 度 中

榎本

津平成ロータリークラブ

7/21 、津久 見 RC（夜

第19代 会 長を務 めさせ

間）8/7、大分1985RC

・榎本幹事

海RC（夜間）7/23、大

思い返して見ますと、会

・安田会長

分東RC（夜間）7/26

（中津中央RC）

て１年半が経過しました。この１年半は非常

●週報受理

湯布院RC

に長く感じられ、かつ私自身チャーターメ

●会報受理

なし

ンバーでしたが、ロータリー情報がいかに

●幹事報告

細切れでしかなかった事が良く認識できま

・日出RCより事務局移転のお知らせ。

いします。親心で心配し

した。会長を行いながら会長になると申し

・ガバナーノミニー指名ご報告及び対立候補

ています。

ます。この１年間皆様の知恵と力をお借りし

よろしくお願いいたし
・若松君（中津RC）
榎本さんよろしくお願

・ユニセフより寄付金のご案内

ながら、さらに会員の皆様のご要望をも縫

・中津市暴力絶滅市民会議平成19年役員総

・永松会員
今年１年よろしくお願

い合わせて、１つに纏まった活力あふれる

会の議案

クラブを目指したく、よろしくご協力お願い

・理事会報告

例会終了後、理事役員会（理

いします。

事、SAA、会計）

年間のテーマ（お願い）は「参加しましょ

お願いしています。

会 員 卓 話
会長・幹事卓話「今年度活動方針」
◇ロータリーは分かちあ
いの心◇
ウィルキンソン2007-08

本 年度ウィルキンソンRI会長のテ ーマ
は「ロータリーは分かちあいの心」。私の１

ます。幹事は間地さんに

者の推薦依頼

て、細切れのロータリー情報を縫い合わせ

申し上げます。

ぞよろしくお願いします。

よろしくお願いします。

（夜間）7/23、大分臨

ていただきます若松です。
長就任の強いお勧めを頂き、お受けしまし

す。

お疲れ様でした。

幹 事 報 告

会 長 の 時 間

多くのニコニコありが

RI会長は、このテーマ

◎中津 RC、中津中央RCの会長、幹事が挨拶
に来られました。

・梶原会員

をもって私達への指針と

う」です。後程、卓話の時間の中で詳しく

司会で間違ってしまい

された。会長メッセージ

お話しさせていただきます。また、次年度

ました。申し訳ありませ

にはこのテーマの解説と

は20周年を迎えます。直前の年は何事も控

ん。

共に付言として

えめに大人しくした方が良いと考える会員も
いらっしゃると思いますが、私はそうでは

委 員 会 報 告
・IT・広報委員会

ないと考えています。つまり、大きな行事

辛嶋委員長

を成功させるにはロータリーへ参加する習

ホームページが新しく

慣、また時間を・資金を・アイデアをロー

なっています。これから

タリーへ提供していただく習慣をもっともっ

も良くしていきます。

とお願いするべきだと考えています。
以上１年間、私にできる精一杯の努力を

「分かちあいと言うと、
大勢による偉業を推 進
・東納ガバナー補佐
１年間よろしくお願い
します。頑張ります。

同時に一個人による行為であり、個人的な
だけの時間とエネルギーをロータリーに捧げ

が届いています。

２. みんなに公平か

もしれませんが、それは
選択でもあります。私達の一人ひとりがどれ

ロータリーの友７月号

四つのテスト（言行はこれに照らしてから） １. 真実かどうか

することを連想されるか

るかを決めるわけですが、その決意がやが

３. 好意と友情を深めるか

４. みんなのためになるかどうか

