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第１７９３回例会

■ 点　　鐘 　12時30分

　

■ ロータリーソング 　君が代・手に手つないで

　

■ 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

■ ゲ ス ト

　 小  野 　 哲  夫 氏
お の てつ お

（ＲＩ第2720地区大分第３グループガバナー補佐）

■ 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。

　今日は例会終了後“第３回クラブ協議会”を開催

いたします。

　本日はお忙しい中、小野哲夫ＲＩ第2720地区大分

第３グループガバナー補佐もクラブ協議会の出席で

－基本的教育と識字率向上月間－
（ロータリーの友月間）

VOL.38－№　11　2016　 年　９　月　29　日

委員長　山下　唱徳■ 出席報告

１名ゲ ス ト39名会員総数本

日

０名ビジター20名出 席 数

74.07％出 席 率７名欠 席 数

90％修正出席率76.67％前々回の出席率

1578回100％ 通算

千壽、岩瀬、樽谷、黒岩、野田、

加藤、西、檀上、梅野、東保、

持永、箕作

出席規定免除：

西村名 会 員 ：

■　メイクアップ

　事前　髙橋、但馬（別府中央）、荒金（規定審議

会報告）

　事後（第1791回例会）

　　　　石田、中塚、髙橋（別府中央）

■　欠　　席

笠木、中塚、山下（唱）、梅津



来ていただいております。

　さて、前回の夜例会では今期初めて会員増強

フォーラムを開催いたしました。

　現在、会員数38名を45名にしたいと私も言いまし

たが、石田委員長を中心に会員候補者を皆様から

出していただきました。

　石田委員長も積極的に展開していただいており

ます。

　何卒、会員増強を宜しくお願い致します。

　あと、先日“ロータリー財団、米山記念奨学部門

合同セミナー”に行って参りました。

　本当に勉強になり、又、今までほとんど理解して

いないという事に反省もしました。

　特に米山記念奨学部門においては、米山学生の

卓話等も聴いて大いに感銘を受けました。

　現在の米山記念奨学会 第2720地区学友会 会長の

全紅女さんは元別府東ＲＣの米山奨学生です。

　今後は、現在当クラブの米山記念奨学会の鄔博文
くんにおいても、会長として会員として積極的に

関与して、別府東ＲＣにいて良かったなぁと言われる

ように努力したいと思いますし、鄔くんにも積極的
参加を求めようと思います。

　カウンセラーの神田、加藤、荒金 各会員も宜しく

お願い致します。

　また、先日“規定審議会の報告”ということで、

私、一力幹事、長野次年度会長、久保田次年度幹事、

又、荒金次年度ガバナー補佐、そして、本年度改善

委員会委員長をお願いした瑞木会員と参加して参り

ました。

　細かなことは10月から始まります改善委員会で

議論していきますが、一言で言ってロータリーの

在り方も大きく変わってきているのは事実です。

　ロータリーの定款は大きく変わっていますが、

地域ごと、会の規模等の違いもあるのは事実です

から“細則”の見直しを別府東ＲＣで実施して、現在

のクラブにマッチした形にできればと思っています

し、細則を作り直さないと運営に支障をきたすこと

になります。

　本格的実施は次年度になると思いますが、私の

年度で細則改定及びクラブ運営の時代に沿わない

部分の見直しを断行して、荒金次年度ガバナー補佐、

長野次年度会長にバトンタッチできればと思って

おります。

　改善委員会の皆様、会員の皆様、宜しくお願い

致します。

　本日は以上です。

■ 幹事報告 　　　　　幹事　一力　秀次

１．本日は、例会終了後「第３回クラブ協議会（公式

訪問前）」を開催します。

２．９月17日10：30～ホルトホール大分に於いて

「米山記念奨学会　世話クラブ・カウンセラー研

修会」が開催され、竹内孝夫会長、神田 剛カウン

セラーが出席されました。

３．９月17日12：30～ホルトホール大分に於いて

「ロータリー財団部門・米山記念奨学部門合同

セミナー」が開催され、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が

出席されました。

４．９月22日（祝・木）10：00～ホルトホール大分

に於いて「規定審議会の報告（大分開催）」が開催

されました。

　出席者：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

５．９月25日10：30～別府市公会堂（旧中央公民

館）に於いて「第27回別府少年少女夏休み工作

くふう作品展」表彰式が執り行われました。工藤

恵美青少年奉仕委員長が出席され、別府東ロータ

リークラブ賞を「ビーダマすずころがしゆうえん

ち」を工作した境川小学校３年生、 朝  長  頌  晴 くん
とも なが こう せい

に贈呈致しました。

６．例会変更のお知らせ

　日出ＲＣ：10月４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

　杵築ＲＣ：10月７日の例会は『観月家族例会』

の為、同日18：30～さつき（山香町）に時間・

場所変更

　大分ＲＣ：10月11日の例会は『リレーフォー

ライフ例会』の為、10月８日10：15～大銀

ドーム大芝生広場に開催日時・場所変更

　日出ＲＣ：10月11日の例会は、定款第６条

第１節により『休会』

　大分中央ＲＣ：10月11日の例会は『職場例会』

の為、同日12：30～リコージャパン㈱大分支社

に場所変更

　杵築ＲＣ：10月14日の例会は、10月10日（祝・

月）が法定休日の為『休会』

　大分南ＲＣ：10月14日の例会は『東京ＲＣ

訪問例会』の為、10月12日12：30～東京帝国

ホテルに場所変更



７．次週（10月７日）は、11：45～ホテルサンバ

リーアネックスに於いて「第４回定例理事・役員

会」を開催します。関係の方は、ご出席をお願い

致します。

８．次週（10月７日）の例会予定

　「前田眞実ガバナー公式訪問別府市内４ＲＣ合同

例会」

　＊10月６日の例会を変更して10月７日12：30～

ホテルサンバリーアネックスにて開催します。

同日18：30～「ガバナーとの懇親会」となりま

す。会員皆様の多数のご参加、ご協力を宜しく

お願い致します。

９．本日の回覧

　①前田眞実ガバナー公式訪問４ＲＣ合同例会

　　出・欠席（10月７日）

　②前田眞実ガバナー公式訪問例会懇親会

　　出・欠席（10月７日）

　③観月会 出・欠席（10月13日）

　④第33回近隣７ＲＣ親睦ソフトボール大会

　　出・欠席（10月30日）

10．本日の配布

　①ガバナー月信vol.３　

　②2016－2017年度 クラブ現況及び活動計画書

　③週報№ 1792

■ お 祝 い

　（次週が例会変更の為「お祝い」を２週分、ご披露

致します）

　会員誕生日　安部　　勇会員（９月29日）

　　　　　　　千壽　健夫会員（10月４日）

　結婚記念日　後藤　誠一会員（10月10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

　小野哲夫ガバナー補佐　本日はよろしくお願い

いたします。（多額のニコボックスをいただき

ました）

　瑞木一博会員　今年度で閉校となる別府羽室台

高等学校、最後の文化祭に出席してきました。

34年の歴史の中で、春の選抜出場や文科省の

指定校 SELHi（セルハイ）を大分県で一番に受

け、我がクラブの西 謙二会員の協力でニュー

ジーランド、ロトルア ウエスタン ハイツ 

ハイスクールと姉妹締結を結び、外国語教育の

トップを進んでいただけに残念です。最後の

卒業生の活躍を祈念します。３口。ちなみに我が

クラブには私を含め５名がＰＴＡ会長経験者で

ご縁のある高校です。岩瀬、樽谷、杉本、桝田 

各会員２口ずつ。

　中塚茂次会員　大分・武漢両市の友好の様子が

新聞に取り上げられていました。会長としての

挨拶、立派なお姿を讃えて、３口。

　石田啓三会員増強委員長　９月15日に行われま

した会員増強フォーラム、ありがとうございま

した。おかげさまで２名の予定者と11名の候補

者が上がりました。これより新入会員獲得に

頑張ります。感謝の気持ちを込めて３口させて

頂きます。また、推薦頂いた竹内会長・長野

副会長・一力幹事は２口、神田・梅野・桝田・

山下布美代・岡本・久保田・山下唱徳 各会員に

も１口ずつご協力ください。ありがとうござい

ました。

　安部　勇会員　今日、56歳の誕生日を迎える事

が出来ました。お祝いのお言葉、ありがとう

ございます。５口

【 第３回クラブ協議会（公式訪問前） 】

西会員、山下（布）、久保田、沼田 各委員長小野哲夫ガバナー補佐を迎えてのクラブ協議会



「ガバナー月信９月号」より　

　今年行われた国際協議

会において、ポリオが存

在する国がパキスタンと

アフガニスタンの２か国

となり、ポリオの撲滅が

間近であると報告されま

した。「End Polio Now」

天然痘に次いで歴史上２番

目となる疾病の撲滅を実現できる状況であり

ます。

　身体麻痺を引き起こすポリオを撲滅する活動

ですが、実は日本のロータリアンが最初にこの

活動の提唱をしています。その方は東京麹町

RCの故山田 彜 氏と故峯英二氏です。今から約
ツネ

30数年前に南インドでポリオの惨状に深い関心

をよせられ、ポリオに苦しむ子ども達を救いた

いと国際ロータリーにポリオ撲滅運動の提唱を

行いました。その結果、国際ロータリーは1986年

の７月から５年間にわたり地球上からポリオ、

ハシカ、ジフテリア、結核、百日咳、破傷風

などを撲滅することを願い、約200億円を目標

として募金キャンペーンを実施しました。それ

以降、ロータリーは今日まで、20億人以上の

子どもに予防接種を行うため、10億ドルを越え

る資金提供をしています。

　さて、ポリオの終息もあとわずかとなった今、

ロータリー財団は次にどのようなプログラムを

実施するのでしょうか？ 私は識字率の向上に

目を向けるのも一つの方法と考えています。

現在、世界の子どもの約7,500万人、成人の７億

7,600万人の人々は読み書きができないと言わ

れています。これは成人の５人に１人の割合で、

その内３分の２は女性だそうです。世界の識字

率は国により大きな格差があり、日本のように

ほぼ100％の国もあれば、マリは23％です。比較

的にアフリカの国々は識字率が低く、南米や

アジアの一部がそれに続きます。

　読み書きができないと、必要な情報を手に

入れることができず不利益を被るばかりか、

意思や要求を書面で伝えられず、社会的な権利

が大幅に制約され、多くの人が貧困となり、

未来に希望が持てなくなります。その昔、ある

有名人の母が「貧乏は教育で絶つ」と信念を

持って子ども達を全員大学に進学させました。

その家庭は経済的に苦しく、母親は無学でした

が、本能的に読み書き（教育）が出来なければ

子ども達の未来はないと感じたのでしょう。

現在、この有名人の兄弟はそれぞれの分野で

活躍しています。

　昔は才能で環境を変えられましたが、今は

環境が整わなければ才能を開花することは出来

ません。識字率の低い国は概ね紛争や経済的に

自立できていない国がほとんどです。しかし

ながら、そのような国に生まれてきた子どもに

責任はありません。紛争の解決等は私達ロータ

リアンの力及ばずの面もありますが、整った

環境を提供する意思と行動をとることは出来る

のではないでしょうか。Ｒ財団の次のプログラ

ムが気になるところです。

　熊本地震の発生からまだ余震が続く中、５月

28日、大分県別府市で「第21回全日本ロータリー

クラブ親睦合唱祭」（別府大会・熊本震災チャリ

ティーコンサート）が開催されました。

　熊本地震では大分県も大きな被害を受け、開

催地の別府市は温泉の町としても有名ですが、

地震以来、観光客は前年に比べ10万人以上減少

したという深刻な状況でした。合唱祭自体の開

催も危慎されたり、参加予定のロータリークラブ

の中でも中止を検討するクラブもあり、かなり

混乱した状況でした。

　しかし

主催者側

の別府市

内４ロー

タリーク

ラブ（Ｒ

Ｃ）、別府

ＲＣ、別府北ＲＣ、別府東ＲＣ、別府中央ＲＣ

の合唱祭開催への情熱と強い思いで、予定通り

開催が決定されました。

　また、参加予定のクラブへの「参加こそ復興

につながるからぜひ」という熱いメッセージと

呼び掛けによって、合唱祭は復興への願いを

込めて、大きな盛り上がりを見せました。

　私たちの「第2750地区内　ロータリーフェロー

シップ合唱団」は３曲歌い、最後の１曲は、５年

前の東日本大震災時、復興の願いを込めて、わが

団の音楽監督、坂本博士氏（東京世田谷ＲＣ）が

作詞・作曲した「希望の道」を歌いました。

　歌詞の中の「…… あしたに　あしたに」と

いう最後のフレーズは、会場全員の大合唱と

なり、明日の復興を誓う、素晴らしい合唱祭に

なりました。　　　　　　（第2750地区　東京都）

全日本ＲＣ親睦合唱祭・熊本震災チャリティーコンサート

「ロータリーの友９月号」より　

基本的教育と識字率向上月間に寄せて

第2720地区ガバナー　前　田　眞　実

第2750地区内ロータリーフェローシップ合唱団　横 山 彰 人（東京世田谷ＲＣ）


