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ロータリーは分かちあいの心
ROTARY SHARES

中津平成週報

中津平成ロータリークラブ

◎本日の例会プログラム

前回（852・853回例会）の記録　平成19年９月16日（木）・20日（木）

○次回例会プログラム

■ビジター
　なし
■出席報告
　◎９月16日
　　会　員　数　26名
　　免 除 者 数　０名
　　対 象 者 数　26名
　　本日出席者　15名
　　欠 席 者 数　11名
　　出　席　率　　　　57.69%
　◎９月20日
　　会　員　数　26名
　　免 除 者 数　０名
　　対 象 者 数　26名
　　本日出席者　22名
　　欠 席 者 数　４名
　　出　席　率　　　　84.62％

向笠記念公園清掃例会
担当　社会奉仕委員会　福澤茶屋にて

観月例会　18：30～　母屋

■前々回出席報告の修正
　◎９月16日
　　前々回欠席者　　３名
　　メイクアップ　　２名
　　欠　席　者　　１名
　　修正出席率　88.46%→　96.15％
　◎９月20日
　　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％
●メイクアップ
　◎９月16日　松本（中津中央）、永松（中津）
　◎９月20日　松本、渡邉（中津）、梶屋（中津中央）

●欠席者
　◎９月16日　渡邉　　◎９月20日　なし

が誕生しました。

まちづくり発見研究会の経過と調査の概

要

　まちづくり発見研究会では、月に１回研

究会を開催し、郷土の歴史や文化に対する

認識を深める為、調査状況や成果等の発表

や意見交換を行ってきました。

　第１期（平成16年８月～平成17年６月）

において、会員16名が５つのグループ【歴

史的建造物、歴史的景観・自然環境、歴史

的人物、祭り、産業（食文化を含む）】に

分かれ、それぞれグループを主体に調査活

動を行ってきました。

　第２期（平成17年８月～平成18年６月）

は、合併した下毛地域も対象に新たに会員

を募集し、19名体制でスタートし、テー

マも戦後60年ということで【平和】を取

り入れ、活動範囲を広げるとともに第１期

を引き継ぐ形で調査を進めてきました。

　第３期（平成18年８月～平成19年６月）

は、第１期、第２期を補完する形で調査等

を進め、これまでの集大成として、調査内

容等の充実を図り、報告書作成に励みまし

た。

「みつけました中津市」調査研究報告書の

編纂を終えて

　私達は平成16年８月、「中津市まちづく

り発見研究会」会員募集に応じ、貴重な

財産の調査収集活動に取り組んできまし

た。当初およそ１年間の予定で始めました

が、平成17年度から旧下毛郡４町村関係

の調査や新たなテーマにも意欲的に取り

組んできた結果、平成19年６月末をもっ

て漸く報告書の刊行ができました。こうし

て完成した報告書を改めて見ますとまだま

だ不十分な点もございますが、新中津市が

発足した後の市内全域を網羅した報告書類

としては、先陣を切ったものになったと考

えております。この度の報告に際しまして

は、会員全員の努力もさることながら、３

年間にわたり無理な要望にも快くご協力い

ただきました中津市まちづくり推進室の皆

様方にも深くお礼申し上げます。

　最後に報告書の編纂にあたり情報の提供

や現地でのご案内など多くの方々のご協力

の賜物と会員一同、改めて心から感謝申し

上げます。

中津市まちづくり発見研究会編纂委員

会長　小　野　維　平

　　　沢　田　昭　治

　　　平　松　敏　生

　　　羽　立　　　博

　　　長谷川　純　一

　　　松　本　邦　男

（文責：田原）



それでこそロータリー

会長　若松　定生

　先週、日曜日に清浄園

との交流会が開催されま

した。台風の接近もあり、

天候が大変心配されまし

たが、幸いな事に非常な好天に恵まれ、交

流と親睦の成果を挙げる事ができました。新

世代委員会の努力と参加された会員のご協力

に感謝申し上げます。清浄園との交流の歴史

を振り返ってみますと、平成２年頃より池中

元会員の畑をお借りして、園児の皆さんと６

月に芋の苗植え、そして11月に収穫を、中津

中央RCと共同で作業を行ったのが当クラブ

の交流の始まりではないかと思います。今回

も交流に参加してみますと見覚えのある園児

を見つけたり、思いの外、大きくなっている

のに驚かされます。

　さて、新聞、ニュース等では、家庭の内で、

学校中で、惨たらしい事件が、また考えられ

ないほど独り善がりな行動等を新世代に該当

する人達が起こしています。無論高い年齢層

も同じですが、やはりこれらは私達大人が社

会に対して誠実に業務を果たしていないから

でしょうか。新世代の問題も深く考えていけ

ばいく程、自分自身に戻っていく気がしてな

りません。今月末まで新世代月間です。お互

いにもう少し取り組むべきだと考えています。

幹事　榎本　正則

●例会変更　中津中央

　RC（10/9 18：30～グ

　ランプラザ中津）、別府

　東RC、杵築RC、別府

　RC、日出RC

●週報受理　中津中央RC、八代RC

●会報受理　なし

●週報お礼　森田パストガバナー、工藤パス

トガバナーより

●幹事報告

・中津中央RCより活動計画書届く。

・チャレンジおおいた国体１年前イベントの

開催についてご案内

・第３回クラブ協議会の出欠をお願いします。

(10/4）

・第４回クラブ協議会の出欠をお願いします。

(10/11）

●理事会報告　臨時理事会

・親睦委員会

土居会員

　来週の例会は観月例

会です。母屋にて18：

30～です。

・社会奉仕委員会

江渕会員

　来々週の例会は向笠公

園の清掃例会です。12：

00～から始めます。出席

お願いします。

担当：ロータリー情報委員会

○若松会長

　清浄園との交流会お

疲れ様でした。100％出

席とあわせていたします。

○榎本幹事

　清浄園との交流会お

疲れ様でした。ゲストの

小野さん、本日はありが

とうございます。

○出納会員

　園の子供達との交流

会ありがとうございまし

た。子供達が大変喜ん

でいました。

○江渕会員

　清浄園との交流会お

疲れ様でした。向笠公

園の清掃例会もよろしく

お願いします。

○小路会員

　出納会員が元気に

なってよかったです。め

まいの時は注意して下さ

い。

○土居会員

　運動会の季節になりま

した。運動会に来て下

さい。

まちづくり発見研究会の

目的

　　中津市町づくり

　　　発見研究会会長

小野維平氏

　まちの特色や個性を引き出し、賑わいを

生むには、そこに住む人々がその地域の歴

史や文化を理解した上で創意工夫してい

くことが必要です。私達のまちには後継者

不足で形が無くなろうとしているもの、伝

統的な行事や言い伝えが忘れ去られよう

としているもの、あるいは歴史や伝統があ

るにもかかわらず広く知られていないも

のがたくさんあります。

　そのような貴重な財産を再発見し、その

価値や意義について改めて見つめなおす

為に市民参加による調査研究を行い、情報

提供等を行っていくことを目的として平

成16年７月に会員を募集した結果、16名

の会員が集まり「まちづくり発見研究会」

「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”

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　２. みんなに公平か   　 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

ロ ー タ リ ー ソ ン グ

会 長 の 時 間

幹 事 報 告

ニ コ ニ コ ボ ッ ク

委 員 会 報 告
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