
高原の牛 美高原の牛　美瑛瑛

第１７９２回例会

■ 点　　鐘 　18時30分

　

■ ロータリーソング 　君が代・それでこそロータリー

　

■ 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　橋本 仁、仲摩和雄、梅田敏雄、山本 

健、岩田俊昭（大分）、平田雅嗣、日名子祐一、

林 昭三、遠藤文章、大塚 茂、小串康博、井上

博隆、久保田 哲、緒方幸治、後藤謙治（大分中央）、

向井弘樹、神 大和男、阿部清治、後藤謙治、岡本

慎也、芝田泰明、西岡 透、堀 秀史（別府）、高橋

喜巳、藤本修司、堀 高志、首藤 誠（別府北）、

大島由美子、堀 由美（別府中央）

■ ゲ ス ト

　 工  藤 　
く どう

 晴  生 氏（㈲泉都葬祭社　代表取締役）
せい お

　 二  宮 　
にの みや

 秀  行 氏（愛媛屋　代表取締役）
ひで ゆき

－基本的教育と識字率向上月間－
（ロータリーの友月間）
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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

29名ビジター18名出 席 数

69.23％出 席 率８名欠 席 数

86.67％修正出席率80％前々回の出席率

1578回100％ 通算

千壽、岩瀬、樽谷、黒岩、永嶋、

杉本、野田、西、檀上、東保、

持永、坂本、箕作

出席規定免除：

西村名 会 員 ：

■　メイクアップ

　事後（第1790回例会）

　　　　但馬（大分）、瑞木（Ｅクラブ2650）

■　欠　　席

安部、後藤、笠木、中塚、髙橋、但馬、梅津、

渡辺



■ 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。

　本日は、本年度初めての“会員増強クラブフォー

ラム”が実施されます。本年度の会員目標は45名と

掲げています。現在、39名会員ですので純増６名が

必要です。本日は会員増強委員長の石田委員長、

工藤副委員長、又、長年増強委員会委員長を務めた

桝田会員にサポートしていただき、本日のフォーラム

を有意義に実施できればと思います。

　本日の会長の時間は私自身のロータリー観を述べ

たいと思います。

　私が東京から大分に来たのは2002年で、もう15年

近くになります。何人かはご存知かもしれませんが、

大分に来た当初はほとんど飲みにも行かず、外部の

人とは接していませんでした。ただ、すぐに会社の

都合もありライオンズクラブに入りましたが、ほとん

ど活動せず２年くらいで辞めてしまいました。会員

ともほとんど交流しませんでした。俺は東京人だと

いうことを前面に出したイヤな態度をとっていた

と思います。

　その時、今は辞められた木村健三会長の時に、

桝田さん、ホテルニュー松実の伊藤さんの推薦で

ロータリーに入会しました。入会は平成20年１月、

現在ロータリー歴８年になります。

　ちょうど、その時社長になった事もありますが、

自分自身が会社であると思い、本来の自分に戻ろう

と積極的にロータリーをはじめ商工会議所等も参加

するようになりました。今では、桝田会員をはじめ

様々な方と大分・別府界隈を飲み歩くことになりま

した。本日出席の西会員のお父様、西 謙二会員

（別府商工会議所副会頭）とも台湾旅行メンバーと

して参加させていただいております。

　ロータリーは今述べたように、様々な職業、年齢

の方々とお会いできて、お酒などを飲み交わすとい

う交流を広げる場所だということと、もうひとつは、

会社では厳しい経済環境の中、利益を生み、従事者

の家族の生活を守るので精一杯ですが、ロータリー

はその中で“奉仕”するということができるという

事です。本年度も、社会奉仕委員会を中心に児童

福祉施設に対する奉仕活動を実施します。

　ＪＣや商工会議所青年部等に加入していた方も

たくさんおり、大変有意義だったと思いますが、

ロータリーは様々な年齢の方々と交流でき、会社

では中々できない奉仕活動を堂々と実現できること

が私のロータリーで重要な事です。

　本日、ゲストでいらっしゃっている工藤さん、

二宮さんもいろいろ見て聴いて、当クラブの活動に

参加していただければ幸いです。

　本日は宜しくお願い致します。

■ 幹事報告 　　　　　幹事　一力　秀次

１．本日は、例会に引き続き会員増強委員会の担当に

より「会員増強クラブフォーラム」を開催します。

２．「ＲＩ第2720地区ガバナー前田眞実氏との懇親会」

開催のお知らせ

　日　　時　平成28年10月７日18：30～

　場　　所　ホテルサンバリーアネックス

　ホ ス ト　別府ＲＣ

　会　　費　7,000円

　＊10月６日を変更して「公式訪問別府市内４ＲＣ

合同例会」を開催します。同日18：30～懇親会

です。本日回覧しています。多数のご参加を

お願い致します。尚、理事・役員の方は、必ず

ご参加ください。

３．第33回近隣７ＲＣ親睦ソフトボール大会に向けて

「ナイター練習」開催のお知らせ

　日　　時　平成28年10月20日19：00～

　場　　所　野口原ソフトボールグランド

　　　　　　（対戦相手：別府ＲＣ）

　＊初のナイター練習試合です。10月の予定に入れて

おいてください。尚、昼間の練習日程について

は、確定次第ご案内します。

４．「第33回近隣７ＲＣ親睦ソフトボール大会」開催

のお知らせ

　日　　時　平成28年10月30日

＊少雨決行　雨天中止の場合は、懇親会のみ開催

　場　　所　野口原ソフトボールグランド

　　　　　　Ａ面・Ｂ面

　参加クラブ　杵築、別府、別府北、日出、別府中央、

別府東 各ＲＣ

　＊湯布院ＲＣは個人参加。日出・杵築のチームに

加わる

　ホ ス ト　杵築ＲＣ

　開 会 式　午前９時00分　Ｂ面グランド

　　　　　　（集合８時30分）

≪米山記念奨学会
世話クラブ・カウンセラー研修会≫

　
日　　時　平成28年９月17日10：30～12：00

場　　所　ホルトホール大分　402会議室

内　　容　卓話月間について、ハラスメントに

ついて　他

＊竹内孝夫会長、神田 剛カウンセラー両名の

ご出席をお願い致します。

　

≪ロータリー財団部門・
米山記念奨学部門合同セミナー≫

　
日　　時　平成28年９月17日12：30～16：30

場　　所　ホルトホール大分　３Ｆ大会議室

＊竹内孝夫会長、長野勝行会長エレクト、箕作

昭宣ロータリー財団委員長のご出席をよろし

くお願い致します。

　

≪規定審議会の報告（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

＊竹内孝夫会長、長野勝行会長エレクト（兼管理

運営委員長）、一力秀次幹事、久保田高史幹事

エレクト、瑞木一博クラブ研修リーダー、

荒金信治次期ガバナー補佐が出席致します。



　試合時刻　午前９時30分（Ａ・Ｂグランド）

　懇 親 会　18時00分 ホテルサンバリーアネックス

　　　　　　会費7,000円

　　 Ａ面　　　　　　　　　　　　　 Ｂ面

 別府－杵築　 ９ ：30～ 10 ：20　別府中央－別府東

 日出－杵築　10：40～11：30　別府東－別府北

　　　　　　　　昼食　60分

 別府－日出　12：30～13：20　別府北－別府中央

 三位決定戦　13：40～14：30　　　決勝戦

５．９月８日14：00～野口原ソフトボ－ルグラン

ドに於いて「第33回近隣７ＲＣ親睦ソフトボール

大会に向けて第２回練習」を実施しました。参加

いただいた皆さん、お疲れさまでした。

　参加者：竹内孝夫、加藤兼司、幸 光喜、沼田守生、

工藤恵美、岡本信哉、久保田高史、山下

唱徳、一力秀次 各会員

６．例会変更のお知らせ

　別府中央ＲＣ：９月20日の例会は『夜の例会』

の為、同日18：30～別府亀の井ホテルに時間

変更

　杵築ＲＣ：９月23日の例会は、９月22日（祝木）

が法定休日のため『休会』

　大分1985ＲＣ：９月26日の例会は『クラブ内

研修会』の為、同日12：30～大分コンパルホー

ルに場所変更

　別府中央ＲＣ：９月27日の例会は『月見例会』

の為、同日９月26日18：30～割烹旅館ゆめさき

に日時・場所変更

　中津中央ＲＣ：９月27日の例会は『観月例会』

の為、同日18：30～丸清（中津市東本町）に

時間・場所変更

　別府北ＲＣ：９月28日の例会は『観月家族

例会』の為、同日18：00～扇山ゴルフ倶楽部に

時間・場所変更

　大分東ＲＣ：９月29日の例会は『夜の例会』

の為、同日18：30～丸福に時間・場所変更

　大分南ＲＣ：９月30日の例会は『夜の例会』

の為、同日18：30～（場所未定）に場所変更

７．次週（９月22日）は、法定休日の為「休会」です。

８．次々週（９月29日）の例会予定

　「第３回（公式訪問前）クラブ協議会」

　＊ガバナー公式訪問前の「クラブ協議会」です。

ゲストに大分第３グループガバナー補佐の小野

哲夫氏をお迎えして開催致します。会員皆様の

多数のご参加をお願いします。

９．本日の回覧　①第３回クラブ協議会（公式訪問

前協議会）出・欠席（９月29日）　②前田眞実ガバ

ナー公式訪問４ＲＣ合同例会 出・欠席（10月７日

）　③前田眞実ガバナー公式訪問例会懇親会 

出・欠席（10月７日）　④観月会出・欠席（10月

13日）　⑤第33回近隣７ＲＣ親睦ソフトボール大会

出・欠席（10月30日）　⑥中津中央ＲＣ週報　⑦ハイ

ライトよねやま198　＊米山大使のスチッタくん

（別府ＲＣホスト）が紹介されています。

10．本日の配布　①週報№ 1791

■ お 祝 い

　結婚記念日　西　謙二会員（９月21日）

　　　　＊ご自宅に特選豊後牛肉をお届けします。

■ ニコボックス 　　　　委員長　山下布美代

　石田啓三会員　先月21日に長男の結婚式が執り

行われました。一つ肩の荷が下りました。別府

東ＲＣの皆様にご報告致します。１０口させて

いただきます。本日は会員増強フォーラムを

宜しくお願い致します。

９月９日、ポラリス児童クラブにて開催

別府東ＲＣ　新世代奉仕事業

第２回 荒金大琳会員書道教室

【会員増強クラブフォーラム】

担当の石田会員増強委員長クラブフォーラムの様子



「ロータリーの友 ９月号」より　


