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第１７９８回例会

■ 点　　鐘 　12時30分

　

■ ロータリーソング 　君が代・奉仕の理想

　

■ 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

　鄔 博 文くん（米山奨学生）

■ 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11月から別府商工会議所新会頭になられた

西新会頭より“別府商工会議所の取り組みについて”

という題で卓話をいただきたいと思います。

　西新会頭におきましては、皆さんもその功績、

お人柄はご存じだと思います。

　私自身も会議所議員として又、西会頭より、商工部

会長をやれと命令もあり微力ながら西新体制に協力

できればと思います。

　別府市の新会頭は誰がみても順当なことと思いま
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■ 出席報告

１名ゲ ス ト38名会員総数本

日

０名ビジター19名出 席 数

67.86％出 席 率９名欠 席 数

85.71％修正出席率64.29％前々回の出席率

1578回100％ 通算

千壽、岩瀬、樽谷、杉本、神田、

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1796回例会）

　　　　但馬、桝田、中塚、後藤（別府）、西（貴）、

山下（唱）（ソフトボール大会）

■　欠　　席

安部、渡辺、笠木、但馬、桝田、中塚、高橋、

山下（唱）、梅津



すが、皆さんご存知のアメリカ次期大統領のトランプ

には驚いたと思われます。今までを見ても共和党

政権の時は日本との関係は非常に友好的だと言われ

ています。レーガン－中曽根ブッシュ－小泉を見て

も明らかです。俗に言われている、共和党は小さな

政府を目指して、民主党は大きな政府を目指して

いると言われています。よって、自民党政権時は

共和党と理念が基本的に一致しており有効に進んで

いると言われています。

　ただし、今回のトランプ政権では全く先が見えな

いと言われています。しかし、逆にいうといつまで

も日米安保の傘の下では厳しいのが現実なのかもし

れません。自分の国の在り方を日本人は求められる

かもしれません。でも早速株価等にも影響が出てい

るのも気になることではあります。

　話は変わりますが、10月30日のソフトボール大会

では４年ぶりに優勝する事ができました。本当に

会員皆様からも応援をいただき、ありがとうござい

ました。

　第一試合　別府東 27－８ 別府中央、第二試合　

別府東 19－４ 別府北、決勝戦　別府東 ５－３ 日出

という結果となりました。

　大会の 優秀選手には３試合全て投げきった岡本

会員がとりましたし、ホームランにおいては但馬

会員４本、長野会員３本、久保田会員３本、山下会員

１本、岡本会員１本、計12本というホームラン数と

なりました。

　しかし、私は今回の優勝は加藤監督の采配と思い

ます。今までにない守備体制、非情と思われても

適正に選手を配置していました。加藤監督は今回で

ケガもなさって本当にご苦労様でした。

　各会員は次年度も優勝を目指すと共に別府東は

ソフトもすごいけどロータリー活動もすごいと言わ

れるようにロータリー活動に邁進しましょう。

　以上です。

■ 幹事報告 　　　　　幹事　一力　秀次

１．10月28日15：00～両築別邸に於いて「大分第

３グループ会長・幹事会」が開催され、竹内孝夫

会長、一力秀次幹事が出席致しました。

２．10月29日13：00～ホルトホール大分に於いて

「地区社会奉仕・国際奉仕・職業奉仕合同セミナー」

が開催され、安部 勇社会奉仕委員長、但馬 建

職業奉仕委員長の両名が出席されました。

３．10月30日野口原ソフトボールグランドに於い

て９：00～開会式で「第33回近隣７ＲＣ親睦ソフト

ボール大会」が杵築ＲＣをホストに開催されまし

た。当クラブは、第29回大会以来の優勝を果たし

ました。同日、18：30～ホテルサンバリーアネッ

クスにて懇親会を開催しました。対戦結果、個人賞

は下記とおりです。選手の皆様、応援いただいた

皆様、ありがとうございました。

　別府 ９－４ 杵築　　別府東 27－８ 別府中央　

　日出 ９－４ 杵築　　別府東 19－４ 別府北

　日出 ６－５ 別府　　別府北 ９－２ 別府中央　

　　≪三位決定戦≫　　　　　≪決勝戦≫

　別府北 ５－１ 別府　　別府東 ５－３ 日出

　　優　勝　別府東ＲＣ　　第２位　日出ＲＣ

　　第３位　別府北ＲＣ

　　≪最優秀選手賞≫　　　岡本信哉会員

　　≪ファインプレー賞≫　沼田会員ご子息

　　≪打　撃　賞≫　　　　長野勝行会員

　　≪敢　闘　賞≫　　　　竹内孝夫会長　　　　

　選　手：竹内孝夫、加藤兼司、中塚茂次、沼田守生、

長野勝行、工藤恵美、但馬 建、岡本信哉、

瑞木一博、久保田高史、山下唱徳、西

貴之、一力秀次 各会員、沼田会員ご子息

　応　援：西 謙二、神田 剛、梅野　保、桝田 浩、

荒金信治、山下布美代、石田啓三、後藤

誠一 各会員

　懇親会：竹内孝夫、加藤兼司、中塚茂次、沼田守生、

長野勝行、荒金信治、桝田 浩、但馬 建、

山下布美代、工藤恵美、岡本信哉、久保田

高史、山下唱徳、西 貴之、一力秀次

　　　　　各会員　　　

４．10月30日13：30～別府ビーコンプラザ・フィル

ハーモニアホールに於いて「第39回別府市民合唱

祭」が開催され瑞木一博会員、西 謙二会員令夫人

の西 京子さんがロータリーコール＆フラウエン

コールとして出演されました。また中塚茂次会員

も東荘園町青壮年会合唱団で出演されていました。

中塚キャプテン、加藤監督、竹内会長

特別賞の岡本、竹内、長野、沼田 各会員



５．2016－2017年度前期立替金請求（10月11日付）の

納入期日が過ぎました。ご失念の方は、至急、納入

方お願い致します。

６．本日、11：45～杉乃井ホテルに於いて「第５回

定例理事・役員会」を開催しました。

７．例会変更のお知らせ

　大分臨海ＲＣ：11月14日の例会は『職場例会』

の為、同日12：30～九州電力㈱新大分発電所に

場所変更

　別府中央ＲＣ：11月15日の例会は『夜間例会』

の為、11月14日18：30～ホテル別府パストラル

に開催日時・場所変更

　大分南ＲＣ：11月18日の例会は、定款第６条

第１節に基づき『休会』

　大分1985ＲＣ：11月21日の例会は『奉仕活動』

の為、同日15：00～大分市立中島小学校に時間・

場所変更

　竹田ＲＣ：11月22日の例会は『竹楽』の為、

11月18～20日の間、竹楽会場「友愛の広場」に

日時・場所変更

　大分東ＲＣ：11月24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：11月25日の例会は『夜の例会』の

為、同日18：30～アシュットに時間・場所変更
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　別府ＲＣ：11月25日の例会は『シニアとの

夕べ』の為、同日18：30～かなわ荘に時間・

場所変更

８．次々週（11月17日）の例会予定

　　「会員卓話」　　　　　　瑞木一博広報委員長

９．本日の回覧

　①おぎゃー献金「募金

箱」　②「ＲＩ第3480地区

台北昇陽扶輪社歓迎例

会・懇親会」出・欠席

10．本日の配布

　①ロータリーの友

　11月号　②週報№ 1797

■ お 祝 い

　配偶者誕生日

　　高橋　昌代さん

　　　　　（11月12日）

　＊ご自宅にお花とお菓

子をお届けします。

　結婚記念日

　　安部　　勇会員

　　　　　（11月10日）

　＊ご自宅に特選豊後牛

肉をお届けします。

　皆　　　勤

　　渡辺　一郎会員

　　　（11月５日＝１年）

■ ニコボックス

　　委員長　山下布美代

　西村駿一ＰＧ　今日

は、皆さんにお会い

でき、特に西会員は、

おめでとうございま

す。私が代表を務め

る国展大分作家展が

11月８日から13日ま

で県立美術館で開催

しています。話題を呼んでいるので、私の作品

を含めて是非観に行って楽しんで下さい。３口

　竹内孝夫会長　４年ぶりのソフトボール優勝。

会長として本当にありがとうございました。特に

加藤カントクありがとうございました。１０口。

　加藤兼司会員　10月30日に行なわれた別府市

近隣ＲＣソフトボール大会にて我がクラブは

４年振りに優勝しました。球場に来てくれた

会員をはじめ、皆様の声援のおかげと感謝して

います。選手一同大喜びでニコボックス致しま

す。監督の私は１０口。選手は２口づつ。特別

賞をもらった人は１口追加です。中塚、長野、

岡本、沼田 各会員３口。但馬、山下（唱）、

西（貴）、一力、幸、久保田、工藤 各会員２口。

他会員１口。

　西新会頭就任、おめでとうございます。議員、

部会長、委員長：竹内、桝田 各会員３口。会議所

議員：千壽、岩瀬、杉本、梅野、瑞木、但馬、

安部、西（貴）、梅津、中塚、一力、久保田、

（長野）、（神田） 各会員２口。他会員より１口。

平成28年11月２日「今日新聞」より

特別委員会、大邱科学大学へ書籍を送る

林 相 倍 先生と瑞木委員長



　私は別府で生まれ育ち、そ

して事業に参加し45年となり

ます。皆様のおかげで今日と

いう日を迎えさせていただき

ました。

　この愛すべき「ふるさと別

府」をより良い街にしていくこ

とこそが、これまでの恩返し

であると肝に銘じ、微力ではありますが全身全霊を

をもって会頭という重責を務めてまいります。

　しかしながら、私一人の力ではどうにもなりま

せん。皆様のお力添えが不可欠です。

　では、開会に先立ちまして私から所信を申し述べ

させていただきます。

　まず第一に、欠かすことのできないのは「観光

産業の街づくり」です。

　先の震災で、別府市内全ての産業が甚大な経済的

被害を受けました。

　この震災により「別府が観光産業の街」である

ことを再確認できたと考えています。

　「観光の振興なくして地域の振興無し」をベース

に、行政や関係諸団体と連携を密にしながら取り

組みを行なってまいります。

　また、2019年にはラグビーワールドカップが、

そして翌20年には東京オリンピック・パラリンピッ

クが本国にて開催されます。

　これらの大会においては、全世界から多くの外国

人観光客が来日し、本市にも多くのお客様をお迎え

することとなります。

　特に、別府市が事前キャンプの誘致活動に取り

別府商工会議所会頭 　西　　謙　二 会員
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組んでいることから、 大限協力してまいりますし、

以降も整備された施設を有効活用すべく、ラグビー

に限らずあらゆるスポーツにおいて「持続的な、

スポーツによる観光振興」にも取り組んでまいり

たいと考えています。

　第二に「個店や商店街の支援強化」です。

　現在市内には、コンビニエンスストアが約50店、

ドラッグストア・ホームセンター、スーパーマー

ケットなどが約45店あり、市内の卸・小規模事業者

数の約１割を占めています。

　地場商店の繁栄なくして街の持続的発展はありえ

ません。

　まずは早急に商店街等の現状調査を行い、課題

解決に向けて会員の皆様方とともに取り組んでまい

りたいと思います。

　第三に「組織の活性化と外部有識者などの活用」

です。

　より実りある会議所活動とするためには、部会、

委員会活動の活性化及び財政基盤の強化が必要不可

欠です。

　委員会の再編や諸会議の年間スケジュール策定

など、皆様が参画しやすい環境整備に取り組みたい

と考えています。

　また、次世代を担う若い経営者の登用も積極的に

進めていきたいと思います。

　それに併せ、各所にてご活躍されている別府市

出身の著名な皆さまにも会議所活動に参画いただき

「ふるさと別府」に対し、お知恵をいただくことも

考えています。

　かならずや、内部からでは見えなかった課題や、

問題解決の糸口が見つかるのではないかと確信して

います。

　以上、３点を柱にと考えていますが、事を成す

ためには会員・議員の皆様をはじめ、関わる全ての

方々のご理解ご協力が必要不可欠でございます。

　役職員も一丸となって強力に推し進めてまいり

たいと考えています。

　どうぞ、よろしくお願いいたします。

　絶大なるご支援をお願いし、私の所信といたし

ます。

平成28年11月12日「今日新聞」より

西村駿一パストガバナー

　本日は、久方振りに別府東ＲＣの例会に

出席できて嬉しいです。

　特に今日は、西 謙二会員が別府商工会議

所の会頭に就任された卓話とのことで、希望

に満ちた素敵で楽しくて明るい明日でありそ

うで、ありがとうございました。

　 近は、国の内外は大変のようだから、私

たちは故郷別府を大切にしていきましょう。

　また、別府東ＲＣがソフトボール大会で

何年か振りに優勝されたことは、おめでとう

ございました。


