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第１７９９回例会

■ 点　　鐘 　12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　前田哲矢（別府中央）

■ 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。

　今日の会長の時間は、何度も言っている“ロー

タリー定款変更による細則変更”についてお話し

します。

　この件はロータリーにとっては、過去にない大

変革の内容という事を理解してください。

　今の定款をそのまま実行したら、かなりの内容

変更が必要になります。では、何故そうなったかと

いうと、簡単にいうと欧米中心のロータリーからの

－ロータリー財団月間－

VOL.38－№　17　2016　 年　11　月　17　日

■ 出席報告

０名ゲ ス ト38名会員総数本

日

１名ビジター18名出 席 数

66.67％出 席 率９名欠 席 数

85.19％修正出席率66.67％前々回の出席率

1578回100％ 通算

千壽、岩瀬、樽谷、黒岩、加藤、

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1797回例会）

　　　　但馬、安部（社会奉仕、国際奉仕、職業

奉仕合同セミナー）、後藤、桝田、中塚

（ソフトボール大会）

■　欠　　席

荒金、渡辺、笠木、但馬、西（貴）、長野、髙橋、

山下（唱）、梅津



発案で決定した内容ではありますが、考え方の根底

は世界的にロータリアンが減少しているところから

きてはいます。よって、改正の根底は若い方も入り

やすくしましょうという事で、その案には私も賛成

ですが、内容が少しかけ離れているという点が問題

です。

　当クラブは私が会長に就任した時に“改善委員会”

を立ち上げましたが、それは定款変更による細則

改正の為に発足したわけではありません。若い方

だけではなくロータリーへの入会を促進するには

ロータリーの資金運用を改善しないとだめだと

思ったからです。

　簡単にいうと、毎月の会費以外は会員から徴収

せず、尚且つロータリーの根幹である“奉仕活動”

に資金を活用する仕組みを作りたいからです。その

為に改善委員会を立ち上げ、その委員長に瑞木会員

になっていただきました。その中で今回の細則改正

があったのです。

　当クラブの細則改正の根幹はできあがりました。

理事会にも承認いただきました。現在の別府東の

いい部分を継続した内容になりますが、私はこの後

から実施する改善委員会の内容こそ私の会長の時に

実施しなければならないと思います。

　本格的には次年度長野会長の時になると思います

し、次年度は荒金会員がガバナー補佐に就任され

ます。明確なルールの上に互いを想いあった心の

通った内容にできればと思います。

　昨日、別府４ＲＣ、湯布院、日出ＲＣの会長、

幹事、改善委員会委員長が集まって今度３月11日に

実施される“ＩＭ”についての話し合いがありま

した。

　今回のテーマは“クラブ細則の改正について～

今後ロータリーの方向性（仮）”になりました。当

クラブだけがいち早く細則改正を完了いたしました

が、他クラブはこれからです。

　ＩＭではこの内容のディスカッションになると

思います。この後、細則改正のポイントだけ簡単に

説明して会長の時間を終わりたいと思います。以上

です。

■ 幹事報告 　　　　　幹事　一力　秀次

１．第５回定例理事・役員会報告（平成28年11月

10日11：45～於杉乃井ホテル　10名出席）

　審議事項

　１号議案）クラブ改善委員会の提案による「クラブ

細則改正（案）」の件　 　　　　　　　＊承認

　２号議案）年次総会に係る「会長指名手続き」の件

　　＊「会長・副会長を含む７名の指名（選考）委員

会により指名する。指名委員会の人選は会長

に一任される。」と細則第３条第１節に明文化

を承認。

　３号議案）「台北昇陽扶輪社歓迎例会並びに懇親

会」開催の件

　　＊預かりの20万を運営費に充てる。不足分は

国際奉仕より拠出承認。

　　日　時　平成 28 年 12 月 ５ 日← 12月 ８ 日を変更

　　　　　　18：00～例会　18：30～懇親会

　　場　所　ホテルサンバリーアネックス

　　懇親会　5,000円（＋食事費補助 2,160円）

　　訪問数　12名（会員８名　友人３名　夫１名）

 　12月４日11：15福岡空港着　出迎え・歓迎会

 　　　＊会長・国際奉仕・副会長・副幹事・通訳

 　12月５日黄さん出迎え（詳細確認）

 　　　　　　　　　  ＊幹事・パスト会長・通訳

 　12月５日大相撲中津場所観戦／18：00～例会

 　　　　　　並びに歓迎懇親会

 　12月６日12：15福岡空港発　見送り

　４号議案）訪日の姉妹クラブ会員との交流に際し、

通訳者選任の件

　　12月４日出迎え時：山下布美代会員依頼

　　　　　　　謝礼5,000円

　　12月５日大相撲観戦と例会、歓迎懇親会：

　　　　　　　鄔 博 文くん依頼　謝礼なし
　５号議案）忘年会開催の件























≪2016－2017年度地区職業奉仕
　　　　　　　研修セミナー（大分）≫
　
日　時　平成28年11月19日 13：00～16：00

場　所　ホルトホール大分　302・303会議室

テーマ　「職業奉仕とは」

　　　　　地区職業奉仕部門長　大森　克麿氏

　　　　「四つのテスト」

　　　　　地区職業奉仕研修委員長　髙山泰四郎氏
　

※但馬 建職業奉仕委員長、工藤恵美職業奉仕

副委員長、長野勝行次期会長、久保田高史

次期幹事、沼田守生会員、山下唱徳会員の

ご参加をお願い致します。

　

≪ＲＩ第2720地区
　　　　　新会員研修会（大分地区）≫
　
日　時　平成28年11月26日 14：00～17：00

場　所　ソレイユ７階「オアシス」

対象者　クラブ会長、会員増強委員長、入会３年

未満会員、希望者
　

※竹内孝夫会長、石田啓三会員増強委員長、

久保田高史会員、沼田守生会員、後藤誠一

会員、渡辺一郎会員、山下唱徳会員、西 貴之

会員のご参加をお願い致します。

本日は、ロータリー財団事業「ポリオ撲滅」の為

の使途指定寄付積立てに向けた『1500円ランチ』

（第５回目）を実施します。 会員皆様方のご協力

をお願い致します。



　　日　時　平成28年12月22日18：30～例会

　　　　　　終了後　忘年会

　　場　所　ホテルサンバリーアネックス

　　会　費　10,000円（＋食事費補助 2,700円）

　６号議案）熊本・大分地震被災者支援プロジェク

ト募集の件　（全会員にアンケート実施済み）

　　＊11月末迄。別府市内の児童福祉施設を対象に

該当調査実施（青少年奉仕）

　７号議案）新年家族会開催の件

　　日　時　平成29年１月12日18：30～例会

　　　　　　終了後　家族会

　　場　所　ホテルサンバリーアネックス

　　会　費　会員　10,000円　ご夫人　5,000円

　　　　　　家族　 3,000円　欠席会員　5,000円

　８号議案）地区補助金プロジェクト「光の園へ花壇

の造園と樹木の植樹」実施の件

　　＊造園奉仕作業：平成29年２月末完了を目標に

全会員参加のもと実施承認。

　　＊造園完了後に女性会員を中心に「手作りの

食事を提供する例会」を企画承認。

　９号議案）障害者作業所「ゆけむり」より商品販売

への協力依頼の件　　　　　　　　　　＊回覧

　10号議案）その他

　　例会場の座席配置を「ロの字」は協議会時

のみに限定。くじ等企画をＳＡＡに依頼。

　　港湾周辺の清掃活動について（社会奉仕）３月

「水と衛生月間」に実施予定。

　　委員会報告済みの「ブライダル企画」は委員長

から改めて再度案内あり。

　確認・報告事項

　＜地区ガバナーより＞

　　＊ＮＰＯ法人国際ロータリー日本青少年交換

委員会が多地区合同奉仕活動であることを

承認する件

　＜大分第３グループ会長・幹事会報告＞

　　「大分第３グループＩＭ」開催予定

　　開催日：平成29年３月11日15時頃予定

　　　　　　於亀の井ホテル

　　内　容：「定款・細則」について

　　　　　　＊各クラブ担当委員長による月２回の

実行委員会を開催

　＜例会スケジュールの確認＞

　　11月３日「法定休日（文化の日）」

　　　　10日「商工会議所の取り組みについて」

　　　　　　　　　　　　　　会頭　西　謙二会員

　　　　17日「会員卓話」　　瑞木一博広報委員長

　　　　24日「ゲスト卓話」大分県旅館組合青年部

　　　　　　　　　　　　大分県部長　伊藤忠義氏

　　12月１日「年次総会」

　　　　　　　８日⇒５日「台北昇陽扶輪社歓迎

例会並びに懇親会」18：00～

　　　　　　　於ホテルサンバリーアネックス

　　　　15日「半期を振り返って」　

竹内孝夫会長、一力秀次幹事

　　　　22日「忘年会」18：30～

　　　　　　　於ホテルサンバリーアネックス

　　　　29日「定款休会」

　　１月５日「定款休会」

　　　　12日「新年家族会」

　　　　19日「年男年頭所感」

　　　　26日「会員卓話」

２．11月16日19：00～両築別邸に於いて「大分

第３グループ会長・幹事会（細則検討委員会）」

が開催され、竹内孝夫会長、瑞木一博クラブ改善

委員長、一力秀次幹事が出席致しました。

３．９月、10月の例会にて「おぎゃー献金募金袋」

「おぎゃー献金募金箱」を設置して募金のお願いを

しておりましたが、益金が16,982円になりました。

3,018円を社会奉仕委員会から補填して２万円を

大分県産婦人科医会へ送金しました。「日母お

ぎゃー献金基金」より募金協力に対して感謝状が

届いておりますのでご披露します。会員皆様の

ご協力、ありがとうございました。

４．例会変更のお知らせ

　大分1985ＲＣ：11月28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

　津久見ＲＣ：11月29日の例会は『職場訪問

例会』の為、同日12：30～新津久見鉱山に場所

変更

５．次週（11月24日）の例会予定

　　「ゲスト卓話」　　大分県旅館組合青年部

　　　　　　　　　　　　大分県部長　伊藤忠義氏

６．本日の回覧

　①「ＲＩ第3480地区台北昇陽扶輪社歓迎例会・懇親

会」出・欠席

　②ハイライトよねやまvol.200

　③竹田、中津中央、宇佐 各ＲＣ週報

７．本日の配布

　①ガバナー月信 vol.05

　②週報№1798

■ お 祝 い

　会員誕生日　竹内　孝夫会員（11月19日）

　　　　　　　山下　唱徳会員（11月22日）

■ ニコボックス 　　　　委員長　山下布美代

　工藤恵美会員　お陰様で11月22日で29年目です。

これからも笑い声の絶えないお店にしていき

ます。どうぞよろしくお願いします。２口



　別府東のホームページは

2008－2009年、木村健三会長

年度に制作し、10年目を迎え

ました。

　当時、2720地区 杉谷卓紀

ガバナーはＩＴ化をすすめる様

に地区広報委員会の主力事業

としました。別府東ＲＣと地区

の広報委員長を担当していた関係で、理事会の承認

を貰い制作にかかった思い出が有ります。

　近年はスマホやipadが広く普及し、新鮮な情報が

素早く入手できます。

　クラブメンバーにはホームページを利用して例会

の開催スケジュールや幹事報告、週報、事業・活動

報告を兼ねた画像や動画、そしてリンクには2720地

区、近隣クラブ、Eクラブを設定しました。2720地区

のガバナー月信の電子化により地区のホームページ

には月信のページ、ＲＩのページ、各種申請書類

など沢山の情報が電子化されました。

　パソコンは苦手でもスマホやipad、タブレット

など身近な物からご覧になることを勧める意味で、

本日の例会はプロジェクターを使い説明することと

致しました。又、Ｅクラブについては昨年度2650地区

Ｅクラブ 高山英一郎会員の卓話にありましたメー

クアップの方法を再度、説明したいと思います。

　身近にあるロータリー情報を上手く利用してロー

タリーライフを満喫して下さい。

　広報委員会 委員長 　瑞　木　一　博

RI第2720地区ガバナー

前 田 眞 実 氏
　

「公式訪問を終えて」
　

　８月１日～10月13日の

74日間で74クラブの公式

訪問を無事終了しました。

訪問の際に温かいおもて

なしを受け、心より感謝

申し上げます。ガバナーの任務は手続要覧に

記載されていますが、その中でも次にあげる

項目は公式訪問時に主眼をおいていました。

　既存クラブを強化する

　地区リーダーやクラブ会長と協力し、地区

内各クラブのために現実的な会員増強目標

を設定して、会員増強を推進する

　寄付増進と補助金活動を通じて、ロータ

リー財団を支援する

　とりわけ、２番目の会員増強の推進ですが、

クラブ訪問を行い感じたことは多くのクラブが

会員増強について悩みを抱えているということ

です。少子高齢化の中での会員増強は容易い

ことではありませんが、クラブの未来を築く

ために会員増強は不可欠です。

　量を求めて質を求めるか、質を求めて量を求め

るか、ビジネスにおいても良く議論されること

ですが技術の習得等においては先に量を求める

ことが正しいと信じています。しかし、ロータ

リーの会員増強にそれが当てはまるかという

と、必ずしもそうではないと思います。いずれ

にしても質を求めなければならないことは自明

の理です。

　ではクラブの質を高めるにはどうしたら良い

か？ 答えは簡単です。当たり前のことを当たり

前に行えば良いのです。ところが、この当たり

前のことが自分自身も含めなかなか出来ないの

が現状です。公式訪問時にも述べましたがロー

タリー活動での当り前のことをクラブフォーラ

ムや家庭集会等でピックアップして頂き、その

当たり前のことがクラブで出来ているかどうか、

万一出来ていなければどうすれば出来るように

なるか皆さんで議論していただけるとありがた

く思います。

　それから公式訪問時に感じたことがもう一つ

あります。それは会員数にかかわらず、どの

クラブも奉仕活動を熱心に行っているという事

です。清掃活動、献血、植樹、就職相談、職業

紹介等、奉仕プロジェクトの分野でクラブの

特色を出しながら進められていました。クラブ

運営において多少の問題点はあってもそれは殆

どが枝葉の部分であり、親睦と奉仕というロー

タリーの幹の部分は例外なく守られていました。

さすがロータリーだと心強く感じました。

　ロータリーに、当地区に、未来は必ずあり

ます。なぜなら前述のような活動を続けている

クラブや会員がいるからです。この火を消す

ことなく更に大きなものにするには、より高い

志を持ち、発想や視点をほんの少し変えること

が望ましいと思います。そして、行動が伴う

ことは言うまでもありません。

ガバナーメッセージ

「ガバナー月信 11月号」より　


