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第１７８８回例会

■ 点　　鐘 　18時30分

　

■ ロータリーソング 　君が代・我らの生業

　

■ 唱　　和

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

■ ビジター　坂元宏行（大分南）、甲斐良二、日名子

祐一、林 昭三、遠藤文章、隈田英樹、甲斐修二、

井戸田 剛、吉岩大悟（大分中央）、向井弘樹、

下田康介、村上有紀、阿部清治、後藤謙治、岡本

慎也、芝田泰明（別府）、玉ノ井溥明、髙橋喜巳

（別府北）、大島由美子（別府中央）

■ ゲ ス ト

　 鄔 博 文くん（米山奨学生）
　但馬　友さん（但馬 建会員ご令嬢）

■ 会長の時間 　　　　　会長　竹内　孝夫

　皆さん、こんにちは。会長の時間です。

　毎日暑い日が続いておりますが、本日は恒例の

“ビアガーデン例会”であり、後藤会員の歓迎会に

－会員増強・新クラブ結成推進月間－
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委員長　山下　唱徳■ 出席報告

２名ゲ ス ト39名会員総数本

日

19名ビジター25名出 席 数

86.21％出 席 率４名欠 席 数

89.29％修正出席率82.14％前々回の出席率

1578回100％ 通算

千壽、黒岩、杉本、野田、加藤、

神田、西、東保、坂本、箕作

出席規定免除：

西村名 会 員 ：

■　メイクアップ

　事後（第1786回例会）

　　　　桝田、但馬（別府中央）

■　欠　　席

安部、笠木、荒金、西（貴）

※８月11日「山の日」法定休日のため休会



なります。

　又、本日は、但馬会員の娘さんの“友さん”が

ゴルフのプロテストに合格したという事で本人にも

来ていただき、些細ですがクラブからのお祝いを

贈呈し、本人からも話をしていただければと思い

ます。何と言っても、本人の努力の結果だとは思い

ますが、ご両親の協力があったものと思います。

今はオリンピックが大変盛り上がっています。今朝

は女子レスリングの３人の逆転の金メダル獲得を

はじめ、日本人のメダル奪取は本当に嬉しい事です。

ただ、ゴルフはメダル獲得は難しいかなと思います

が、ぜひ友ちゃん、プロとして頑張っていただきた

いです。日本代表として、東京オリンピックに出場

できるくらい頑張ってほしいです。友ちゃんは小さ

な時からＲＣに家族で参加していました。当クラブ

でも今後も応援を続けたいと思います。

　あと先日、改めて考えさせられる事がありました。

天皇陛下が“日本人が忘れてはならない４つの日”

のお話をしていました。３つの日はわかっていまし

たが、ひとつがわかりませんでした。１つは「８月

６日　広島原爆投下の日」、２つ目は「８月９日　長崎

原爆投下の日」、３つ目は「８月15日終戦記念日」、

４つめはわかりますか。「６月23日　沖縄戦終結の

日」です。８月は色々考える月ではありますが、６月

23日も忘れてはいけない事を強く感じました。

　ちなみに、先日ＤＶＤで“杉原千畝”を観ました

が、涙が止まりませんでした。日本のシンドラーの

リストをぜひ皆さん観て下さい。

　本日はビアガーデンで大いに飲みましょう。

　以上です。

■ 幹事報告 　　　　　幹事　一力　秀次

１．本日は、例会終了後、ホテルサンバリー屋上へ

移動して親睦委員会の担当により「後藤誠一会員

歓迎会並びに納涼ビアガーデン」を開催致します。

２．第２回定例理事・役員会報告（平成28年８月４日

11：45～於火男火売神社 12名）

　審議事項

　１号議案）「第１回クラブ改善委員会」開催の件

　　　　　　平成28年８月４日例会終了後、火男

火売神社にて開催

　２号議案）別府東ＲＣ「クラブ研修リーダー」選

任の件

＊瑞木一博クラブ改善委員長に依頼

　　　　　　【規定審議会報告（大分開催）】

　　　　　　日　　時　平成28年９月22日（祝・木）

　　　　　　　　　　　10：00～12：00

　　　　　　場　　所　ホルトホール大分

　　　　　　　　　　　302・303会議室

　　　　　　出席対象：ガバナー補佐、会長、会長

エレクト、幹事、幹事エレクト、クラ

ブ研修リーダー、管理運営委員会、他

希望者　

　３号議案）青少年奉仕委員会活動の一環として昨

年度に引き続き、別府市内児童クラブ

への「別府東ＲＣ出前授業」継続の件

　　　　　　＊昨年度は予算計上がないまま実施の

為、今年度10万を提案

　４号議案）社会奉仕委員会活動の一環として地区

補助金を利用した福祉施設への支援実

施並びに地区補助金専用口座開設の件

　　　　　　＊担当委員長は安部　勇社会奉仕、新

規口座はみらい信用金庫に開設承認

　　　　　　奉仕プロジェクト 『児童福祉施設光の

園へ花壇の造園と樹木の植樹』

　５号議案）別府東ロータリークラブ専用口座を

みらい信用金庫へ移動の件　　＊承認

　　　　　　現口座　大分銀行 別府北浜支店

　　　　　　　　　　（普通）434220

　　　　　　新　規　大分みらい信用金庫　本店

　６号議案）「国際交流ゆかたの夕べ」中止による

例会内容変更の件

　　　　　　日　時　平成28年９月15日18：30～

　　　　　　場　所　ホテルサンバリー・麦屋（予定）

　　　　　　内　容　会員増強クラブフォーラム

　７号議案）ブライダル推進委員会髙橋　郁委員長

による「ブライダル企画」の件

　　　　　　＊別府東ＲＣ単独での事業として企画

　８号議案）ガバナーより「ガバナーノミニー・

デジグネート候補者推薦」依頼の件

　　　　　　提出期限　2016年９月18日必着

　　　　　　提 出 先　〒860-0808　熊本市中央区

手取本町11－１　銀染コア地下１Ｆ

地区事務所内ガバナー指名委員会 宛

　９号議案）その他

　　　　　　＊但馬 友さんへゴルフプロテスト合

格に際し全員から3,000円のお祝い

贈呈を承認（例会にて贈呈式を行う。

以後は親睦委員会主催にてゴルフ

教室など企画承認）

　確認・報告事項

　＜例会スケジュールの確認＞

　８月４日「祈願例会」12：30～於火男火売神社

　　　11日「法定休日（山の日）」　

　　　18日「納涼ビアガーデン並びに新会員歓迎会」

18：30～於サンバリービアガーデン

　　　25日「新会員卓話」

後藤誠一、西 貴之 各会員

但馬 友さんへゴルフプロテスト合格のお祝い贈呈



　９月１日「米山奨学生」　鄔 博 文くん
　　　８日「ゲスト卓話」　（未定）

　　　15日「会員増強フォーラム」18：30～

　　　　　　於ホテルサンバリーアネックス

　　　22日「法定休日（秋分の日）」

　　　29日「第３回（公式訪問前）クラブ協議会」

　　　　　　10月６日→10月７日に変更

　　　　　　「前田眞実ガバナー公式訪問例会」

　　　　　　12：30～於ホテルサンバリーアネックス

　＜台湾からの義捐金の件＞

　　＊熊本地震総合支援室と湯布院ＲＣへ贈呈の

経過をガバナー月信へ投稿済み

　＜近隣７ＲＣ親睦ソフトボール大会＞

　　開催日程：平成28年10月30日

　　於野口原ソフトボールグランド

　　＊練習は、９月１日から毎週木曜日14：00～

於野口原ソフトボールグランド

　　　グランド予約は工藤恵美担当（備品管理：

竹内孝夫、工藤恵美）

 

３．８月４日13：45～例会終了後、火男火売神社

に於いて「第１回クラブ改善委員会」を開催致し

ました。

　出席者：竹内孝夫、瑞木一博、長野勝行、加藤

兼司、中塚茂次、久保田高史、一力秀次

各会員、（オブザーバー　山下布美代、

安部 勇）

         

４．第２回臨時理事・役員会報告（平成28年８月８日

〈持ち回り〉）

　審議事項

　１号議案）規定審議会決定報告書「立法案」への

反対表明の件

　　　　　　立法案番号16－99 人頭分担金を増額する件

　　　　　　投資収益の悪化により毎年４ドルずつ

の増額：

　　　　　　17－18年度60ドル／18－19年度64ドル

　　　　　　19－20年度68ドルへ大幅増額

　　　　　　に対し、クラブとして１票の「反対票」

を投じることを承認

５．例会変更のお知らせ

　大分臨海ＲＣ：８月22日の例会は『夜例会』

の為、同日18：30～大分オアシスタワーホテル

に時間変更

　別府北ＲＣ：８月24日の例会は『新会員歓迎

例会』の為、８月23日18：00～鈴よしに開催

時間・場所変更

　大分東ＲＣ：８月25日の例会は『夜例会』の

為、同日18：30～（場所未定）に時間・場所

変更

　別府ＲＣ：８月26日の例会は『フレンドシッ

プ交流例会』の為、同日18：30～両築別邸に

時間変更

　大分1985ＲＣ：８月29日の例会は『クラブ内

研修会』の為、同日12：30～コンパルホールに

場所変更

　別府中央ＲＣ：８月30日の例会は『夜の例会』

の為、８月29日18：30～想夫恋　別府春木店に

開催日時・場所変更

　大分ＲＣ：８月30日の例会は『野外家族会』

の為、８月28日に変更

　日出ＲＣ：８月30日の例会は『体力アップ

例会』の為、同日19：00～黒岩グランドに場所

変更

　別府北ＲＣ：８月31日の例会は『例会場の都合

（休館日）』の為、同日12：30～亀の井ホテルに

場所変更

６．次週（８月25日）の例会予定

　「新会員卓話」　　　 後藤誠一会員、西 貴之会員

　　　　　

７．本日の配布 　①週報№ 1787

■ お 祝 い

　会員誕生日　渡辺　一郎会員（８月23日）

　夫人誕生日　東保　美恵さん（８月18日）

　　　＊ご自宅にお花とお菓子をお届けしました。









とき：2016年８月18日（木）　　ところ：ホテルサンバリー

新会員歓迎の乾杯 新入会員の後藤誠一会員 但馬 友さんのゴルフプロテスト合格の報告
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