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国際ロータリーテーマ
RI会長　シェカール・メータ

RI第2720地区スローガン
ガバナー　大森克磨

大分南ロータリークラブスローガン
会長　三宮康司
幹事　古本太

奉仕しよう
みんなの人生を豊かにするために

ロータリーのパワーは親睦が生み出す!
あらゆる場面を親睦の機会に
～話しかけよう～

仲間と共に、親睦を深め、
笑顔と信念を持って邁進しよう!

大分南ロータリークラブ

例会日 ： 毎週金曜日 12:30~13:30
例会場 ： 大分市府内町 トキハ会館4F
友好クラブ ： RI第3490地区 基隆東南扶輪社　　提唱インターアクトクラブ ： 福徳学院高等学校
姉妹クラブ ： RI第3860地区 セブポートセンターロータリークラブ

バナーの由来。山は、たたなわる霊山の山並み、静謐な環境の学園の杜。川は、清澄大分川、生新発刺たるベッドタウン
の未来図。藤は、聖域西寒多神社の藤棚で、室町時代より御神酒をつくって奉納していた、由緒ある契りのシンボルです。

TEL  097-532-0611
FAX  097-532-8386

URL ： http://www.oita-minami-rc.jp
E-mail ： oitaminamirc@mist.ocn.ne.jp
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本日のプログラム

開会宣言（点鐘） 12：30
ロータリーソング 「我らの生業」
会長の時間 会 長
出席報告 出席委員長
幹事報告 幹 事
ロータリー情報、IT 広報 担当委員長
委員会報告
ニコボックス 親睦委員長

閉会の辞（点鐘） 13：30

***************　 本 日 の 例 会　***************

職場訪問例会 「職業奉仕セミナーの視聴」

第2016回 2022年2月18日（金） 12：30

ZOOM 例会 中島　土様

第2017回 2022年2月25日（金） 12：30

***********　 今 後 の プ ロ グ ラ ム　***********

出　席　報　告
2022 年 2月 4日（金）

会員数 出席者数 出席率
31名 26名 86.67％
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ニ コ ボ ッ ク ス ＜ 2 月 4 日 ＞

中島　拓　会員（1口）
長男がホルトホールで講演しますので一口いたし

ます。

三宮　康司　会員（1口）
寒くなり、登山に一緒に行ってくれる方が激減し

ており悲しい限りです。

首藤　浩　会員（1口）
母の葬儀への会葬御礼。

古本　太　会員（1口）
次年度理事、委員長を快くお引き受けいただき有

難うございます。

今回も会社での話の続きをしたいと思います。大
分本社に帰ってきて、まず従業員に話したのが、1. 安
く購入して、高く売るのではなく、高付加価値商品
に加工することで、利益を確保すること。売上高を
何億円にしたとか、大きな会社にしたいとか、私は
一切考えていない。大分であの会社に頼めばどうに
かなると言われる会社になりたい。2. 直ぐに無理
です、出来ませんを言わないこと。出来ない理由は
直ぐに思いつくので、出来る方法を模索すること。
この２点だけでした。現在は、この当時に思ってい
た状態の 20％位を達成した感じですが、ちょっと
だけでも進んだだけマシかな？と思っています。こ
うして、代表取締役に就任して、会社の立て直し・
負債の解消計画に日々追われる状態でした。そんな
中、また事件です！青年会議所の理事長になってし
まいました。理事長をするのは先のことだなと思っ
ていましたが、私より年上で大きな企業の方がほぼ
理事長をするはずと思っていたので、安心していた
のですが…諸事情により…私になってしまいまし
た。理事長になったら、また会社に出勤する事が少
なくなって来ました。某先輩からは、大分 JC が全
国大会を主催する時期だぞ！立候補しろ！とプレッ
シャーを掛けてくるので、九州大会に立候補するこ
とで、そのプレッシャーをかわすことにしたのです
が、立候補したらしたで、九州内各地青年会議所・
各県の会議等に挨拶周りをしないといけないので、
会社に居ませんでした。立候補が１団体なら問題な
いのですが、もうひとつ熊本 JC が立候補した為、
投票で開催地が決定される為に、それが一層忙しさ
を増した原因でした。こんな時には、分裂・対立を
誘発させることもありますが、投票近くになると、
一体感が感じられ、皆で目標に向かって邁進する状
況が出来たことが、最高の思い出でした。こうして、

第2010回の例会

会長の時間
会長　三宮　康司

理事長職が終わり、会社に通常の日々が戻ったかに
思えたのですが、またまた事件です。決算が終わ
り、財務をみてみると…何と、売上高は対前年度比
40％減、最終利益は過去最高の赤字・数千万、流
石に泣けました。負債整理の為に、評価損等色々処
理したのも原因ではありますが、今後、JC を卒業
するまで、負担になる役職は受けないと心に誓った
瞬間でした。翌年は数百万赤字、翌々年には数百万
黒字に何とか戻すことが出来、それから JC を卒業
するまで、黒字で推移し、自己資本比率もかなり上
がり、気持ちも楽になりました。

1．令和 4 年 2 月のガバナー月信を地区ホームペー
ジに掲載いたしました。

2．地区チーム研修セミナーのリアルでの開催は
中止となりました。
ZOOM での開催となります。関係者の方々は
ご出席をお願いいたします。

3．2 月の地区ホームページが更新されました。ガ
バナー月信をご覧ください。

4．2 月のロータリーレートは１＄115 円です。
5．例会出欠についてですが、現状食事の準備の

関係で人数の確定を早めにトキハ会館に提出
しております。出来るだけ期日厳守でお返事
をお願いいたします。

6．米山記念奨学会より確定申告の領収が届きま
したので配布いたします。
R 財団の領収は届き次第送付いたします。

幹 事 報 告 ＜ 2 月 4 日 ＞
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理事会議事録（令和4年 2月）

令和4 年2 月4 日（金）
出席者：三宮・野中・古本・吉武・長尾・坂元・

衛藤・阿南・首藤
欠席者：三股・秦野
１）2 月のプログラム

2 月 18 日（金）職業奉仕セミナーの視聴
2 月 25 日（金）ZOOM 例会

２）2022 年度米山奨学生世話クラブの件
クラブとしては受け入れを行わない事で承認。

３）2022-23 年度委員会構成について
古本会長エレクトより報告。
その中で今後のクラブ運営を行う上での役員選
考ルール（指針）等を含めた「運営特別委員会」
を設置する事とし詳細については、11 月の理
事会までにまとめる事を報告。

４）IM について
現状を踏まえて、ガバナーと中止の方向で相談
する事に決定。

５）大分東 RC 会員の ZOOM でのビジター参加につ
いて
会長より MU がないので、ZOOM でのビジター

（大分東 RC 会員）参加を認めてはどうかの提
案があり承認。大分東理事会でも承認されてい
る為、次回より実行する。
＊ビジター料金はかからない。

その他
・セブに義捐金（10 万）の振り込みが完了し

たことを津田会員より報告。
・台湾へお礼の品の送付を完了した事を古本幹

事より報告。

卓 話

『車いすバスケット交流事業』

2021 年 11 月 13 日（土）に J:COM ホルトホー
ル大分にて車いすバスケット交流事業を実施した。

当初計画では、夏休み期間中であること、また東
京パラリンピックの開催が近いことにより 8 月 29
日に実施することで調整をすすめていたが、コロナ
ウィルス感染が再拡大しつつあり、状況が改善され
るまで延期することとなった。

コロナウィルス感染者数の減少が継続してきたこ
と、また大分県の自粛要請も解除されたことを踏ま
え 11 月 13 日に実施することを決定した。

事業を実施するにあたり、当初福徳学院インター
アクトメンバー以外の生徒にも広く参加を募る計画
もあったが、福徳学院側の要請で参加対象をイン
ターアクトメンバーのみに限定することとなった。

事業当日は、参加者の検温またアルコール消毒を
徹底する等、衛生管理の対策をすること、またでき
るだけ密を避けることの他、車いすバスケット体験
時の接触にも注意を払って行った。

交流事業では、第 1 部として試合などで使用す
るデジタイマー一式（大型電光タイマー）2 セット
の贈呈式を行った。後日、大分県車いすバスケット
連盟の会長から礼状が届き、連盟の活動にとても役
立っている旨が書かれており、有意義な贈呈であっ
た。

また第 2 部として、車いすバスケット体験講習
を車いすバスケット連盟のメンバーの方々を中心に
行った。体験講習では、車いすバスケットの説明や
車いす体験、またパスやシュートなどの基本から試
合の体験まで行い、車いすバスケットへの理解を深
めさらに興味を持つことにつながるよい機会となっ
た。

今回の交流事業の副次的な成果として、交流事業
の準備や片づけなどにも参加者全員が積極的に協力
し、事業そのものだけでなく、そのための活動も多
くの学びの機会となった。

その他、大分市記者クラブへの情報提供により、
当交流事業の主旨や内容に興味をもっていただいた
大分合同新聞の記者が取材にこられ、新聞記事に写
真入りで掲載していただいた。

交流事業全般として、インターアクト生徒はもと
より当クラブの参加メンバーも車いすバスケットに

青少年奉仕委員長　木津　裕充

とどまらず広く障がい者スポーツへの関心が高まっ
たこと、また大分県バスケット連盟またその関係者
の方々に感謝されるとともに今後の当クラブとの交
流を希望されており（実際、交流事業をきっかけに
車いすバスケット連盟のインスタグラム等を通じて
当クラブメンバーと新たな交流が始まっている）、
今回限りでなく継続的に意義ある活動につなげられ
ることを希望している。
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２０２2 〜２０２3 年度
理事・役員・委 員 会 構 成

常任委員会 常任委員長 担当委員会 委 員 長 委　　員

会員増強 秦野　真郎 会員増強、維持
職業分類、会員選考 野中　俊秀

阿南　勝啓 大塚玄二郎 岩川　義枝

三宮　康司 中島　拓

公共イメージ 衛藤　薫
IT 広報・雑誌 草野　達也 木津　裕充 津田　修二  

クラブ会報 髙井　道晴 長尾　淳子 木津　裕充

クラブ管理運営 坂元　宏行

プログラム 田崎　克尚 赤嶺　昭 三宮　康司

出　席 倉園　晴義 津田　修二 後藤　頼彦

親　睦 平石　淳一

草野　達也 岩川　義枝 後藤　頼彦

小石　優仁 矢野　貴広 田崎　克尚

木津　裕充 伊東　秀晃 羽田野　俊行

ロータリー情報 吉武　俊一 赤嶺　昭 小野　忠由 木津　裕充

奉仕プロジェクト 岩川　義枝

職業・社会奉仕 岩川　義枝
赤嶺　昭 小野　忠由 矢野　貴広

首藤　浩 田崎　克尚

青少年奉仕 木津　裕充

内林　高徳 衛藤　薫 三股　正幸

古本　太 草野　達也 古庄三千男

平石　淳一 小野　忠由 阿南　勝啓

国際奉仕 津田　修二
坂元　宏行　 三宮　康司 伊東　秀晃

野中　俊秀 吉武　俊一

米山奨学会 矢野　貴広 内林　高徳 赤嶺　昭 木津　裕充

ロータリー財団 内林　高徳 ロータリー財団 内林　高徳 赤嶺　昭 阿南　勝啓 木津　裕充

  （◎印は理事）
◎ 会長 古本　太 ◎ 副幹事 長尾　淳子
◎ 副会長 首藤　浩 ◎ 会員増強 秦野　真郎
◎ 幹事 三股　正幸 ◎ 公共イメージ 衛藤　薫
◎ 直前会長 三宮　康司 ◎ クラブ管理運営 坂元　宏行
◎ 会計 伊東　秀晃 ◎ 奉仕プロジェクト 岩川　義枝
◎ SAA 阿南　勝啓 ◎ ロータリー財団 内林　高徳

（地区出向者） 会計監査 秦野　真郎
社会奉仕副委員長 岩川　義枝 副 SAA 中島　拓
青少年奉仕委員 内林　高徳

運営特別委員会 委員長 副委員長 委 員

實﨑　佑一 三宮　康司 パスト会長


