
湖面の輝 裏磐湖面の輝　裏磐梯梯

第１８０５回例会

■ 点　　鐘 　18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

■ ビジター　杉原正晴（大分）、遠藤文章、足立

洋三、甲斐修二、植村伸児、八田 一、井上博隆、

日名子祐一、林 昭三、上野輝幸、井戸田 剛（大分

中央）、岡本慎也、阿部清治（別府）、首藤 誠

（別府北）

■ ゲ ス ト

　 鄔 
ウ

　 博 　 文 くん（米山奨学生）
ハク ブン

　 川  本 　　 誠 氏　（㈱カワモト　専務取締役）
かわ もと まこと

　 小  俣 　 哲  哉 氏　（㈱小俣電設工業　専務取締役）
お また てつ や

■ 会長の時間 　　　　　会長　竹内　孝夫

　皆さん、改めまして、新年あけましておめでとう

ございます。

　本日は例会の後、恒例の新年家族会が開催され

ます。
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委員長　山下　唱徳■ 出席報告

３名ゲ ス ト38名会員総数本

日

14名ビジター27名出 席 数

87.09％出 席 率４名欠 席 数

83.33％修正出席率66.67％前々回の出席率

1578回100％ 通算

千壽、岩瀬、黒岩、西、檀上、

持永、坂本

出席規定免除：

■　メイクアップ

　事後（第1803回例会）

　　　　桝田、但馬、中塚、髙橋（別府中央）

■　欠　　席

笠木、安部、西（貴）、渡辺

　12月31日付　東保房雄会員退会

　１月12日付　尾方義顕会員入会



　西村名誉会員をはじめ、千壽商工会議所名誉会頭

も年末にお会いして「新年例会には行くよ」と言って

いただいて参加になってはいますが、体調の件も

あり定かではありません。

　又、本日、新会員のインフォメーションを尾方

会員が受けました。工藤会員は急遽仕事が入り、

後日になります。

　そして、会員候補として㈱カワモト 専務取締役

の川本 誠さん、㈱小俣電設工業 専務取締役の小俣

哲哉さんに来ていただいております。ぜひ仲間に

加わっていただければと思います。

　去年の７月より会長に任命され折り返しに来まし

た。就任時の時にも言った私の年度の重要な行事で

あります社会奉仕委員会中心の“光の園”に対する

造園作業に２月、３月と入ります。

　各会員はふるって参加していただき、３月20日に

光の園で例会を開き、子どもたちに食事を提供した

いと思っています。今回は、できるだけ自分達の

力で造園活動をしたいと思いますので宜しくお願い

致します。

　新しい会員の方もいらっしゃいますので、私なり

のロータリーについてお話しできればと思います。

　私の中でロータリー活動で重要なことは２つあり

ます。

　１つは奉仕活動です。私達のほとんどは事業を

行っている者たちです。自分の会社、事業を存続

させるため、そして、従業員、従業員の家族を守る

ため、日々売上げを上げ、経費削減をして業務を

しています。そんな中で奉仕なんてとても言えま

せんが、ロータリー活動をしているときは奉仕活動

ができるのです。これは絶対に自分の事業にも役に

立つことだと思います。

　あと１つは様々な方との出会いだと思います。私

も様々な団体に加入していますし、当クラブはＪＣ

関係の方も多いですが、年齢層のこんなに幅広い会は

そうはありません。人生の先輩の方々とのふれあい

は間違いなく自分の人生にもプラスになります。

　会社は社長の器以上に大きくならないという言葉

もあります。ロータリーがあるから事業に影響を

及ぼすという考えではダメだと思っています。

　奉仕活動、様々な方との出会いがロータリーの

魅力だと思っています。

　本日はこの後、新年家族会です。大いに楽しみま

しょう。

■ 幹事報告 　　　　　幹事　一力　秀次

１．本日は、例会終了後、親睦委員会の担当により

「新年家族会」を開催致します。

２．ロータリー適用相場変更のお知らせ

　　１月１日よりロータリーのすべての振り込みに

対する適用相場が、下記とおり変更となりました

のでお知らせ致します。

　　　１ドル 116円（現行 106円）

３．永田壮一ガバナーエレクトより下記の方へ2017－

2018年度地区委員としての委嘱状が届いており

ます。本日、ご披露しお渡し致します。

　　工藤恵美会員　職業奉仕委員会 委員

　　石田啓三会員　補助金委員会　 委員    

４．ＲＩ第2720地区米山記念奨学会部門長より第

１回米山功労者（寄付累計10万円）になられた

荒金信治会員と瑞木一博会員へお礼の記念品が

届いております。本日、ご披露しお渡し致します。

５．2017－2018年度地区チーム研修セミナー開催の

お知らせ

　日　　時　2017年２月11日13：00登録開始

　　　　　　セミナー　13：30～17：30

　　　　　　懇 親 会　18：30～20：30

　場　　所　＜セミナー＞

　　　　　　熊本市民会館シアーズホーム夢ホール

　　　　　　＜懇 親 会＞

　　　　　　熊本ホテルキャッスル

　懇親会費　7,000円

　出席要請　工藤恵美次年度地区職業奉仕委員、

　　　　　　石田啓三次年度地区補助金委員会委員

６．「2016学年度米山奨学生終了式・歓送会」開催の

お知らせ

　日　　時　2017年３月５日

　　　　　　11：00～12：00 終了式

　　　　　　12：00～13：30 歓送会

　場　　所　レンブラントホテル大分

　出席要請　会長、幹事、カウンセラー３名、米山

奨学生

氏　　名　尾方 義顕（おがた　よしあき）

生年月日　昭和45年９月６日　46歳

事 業 所　オガタ環境　代表

　　　　　〒874－0016　別府市野田２組

TEL 66-4350　FAX 66-4350

職業分類　産業廃棄物処理業

　　　　　（Industrial Waste Disposal Service）

所属委員会　親睦委員会

推 薦 者　久保田高史会員

新年明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。



　会　　費　5,000円（奨学生は無料）

　※カウンセラーの方には感謝状の贈呈がございま

すので、必ずご出席ください。

７．第５回臨時理事・役員会報告

　（平成28年12月26日〈持ち回り〉）

　審議事項

　１号議案）新会員２名について推薦資料受理並び

に職業分類の新規開設と充填承認の件　　

８．12月23日（祝金）13：00～別府市民球場に於い

て別府北ＲＣ主催「第３回ソフトバンクホークス

今宮健太選手学童野球教室」が開催され、竹内孝夫

会長が来賓として出席されました。

９．昨年末より協力をお願いしておりました別府市

共同募金委員会「歳末たすけあい愛の袋募金」です

が、益金が7,000円になりました。ご協力いただい

た皆様、ありがとうございました。

10．本日、17：30～ホテルサンバリーアネックスに

於いて「新会員の為のインフォメーション」を開催

致しました。

　　出席者：竹内孝夫、一力秀次、長野勝行、石田

啓三、樽谷壽生、瑞木一博 各会員

11．本日、17：45～ホテルサンバリーアネックスに

於いて「第７回定例理事・役員会」を開催致しま

した。

12．例会変更のお知らせ

　別府中央ＲＣ：１月17日の例会は『夜の例会』

の為、１月16日18：30～亀の井ホテルに開催

日時変更

　別府北ＲＣ：１月18日の例会は『職場例会』

の為、同日12：30～㈱三洋産業に場所変更

　杵築ＲＣ：１月20日の例会は『新年家族例会』

の為、同日18：30～風の郷（山香町）に時間・

場所変更

　大分中央ＲＣ：１月24日の例会は『新春笑談

会』の為、同日18：00～アリストンホテルに時間・

場所変更

　別府北ＲＣ：１月25日の例会は『2500回記念

例会』の為、同日18：00～ホテル白菊に時間

変更

　杵築ＲＣ：１月27日の例会は『職場訪問例

会』の為、１月26日12：30～㈱川田建設に

場所変更

　大分南ＲＣ：１月27日の例会は『夜の親睦例

会』の為、同日18：30～大分センチュリーホテル

に時間・場所変更

13．次週は、11：45～杉乃井ホテルに於いて「クラブ

改善委員会」を開催します。関係の方へは個別に

ご案内しますので、ご出席をお願い致します。

14．次週（１月19日）の例会予定

　「年男年頭所感」

千壽健夫、黒岩 英、瑞木一博、西 貴之 各会員

　　※次週例会は、通常とおり12：30～杉乃井ホテル

華館地下１Ｆにて開催します。多数のご参加

をお願い致します。

15．本日の回覧

　①地区大会登録申し込み

　②１月26日例会変更 出・欠席

16．本日の配布

　①ガバナー月信 vol.７

　②週報№ 1804

■ お 祝 い

　夫人誕生日　持永　宣代さん（１月18日）

　　　　＊ご自宅にお花とお菓子をお届けします。

　結婚記念日　竹内　孝夫会員（１月18日）

　　　　＊ご自宅に特選豊後牛肉をお届けします。

　皆　　　勤　久保田高史会員（１月８日＝２年）

■ ニコボックス 　　　　委員長　山下布美代

　髙橋　郁会員　12月の父の葬儀にあたり、皆様

には心あたたまるご配慮を頂き、ありがとう

ございました。１０口お願いします。

　竹内孝夫会長　今年より豊後高田市にある温泉

宿泊施設“スパランド真玉”を運営することに

なりました。すばらしい温泉ですので、一度

御利用下さい。５口

　一力秀次幹事　１月20日、グループリビング歩、

歩Ⅱが満床になりました。職員の数が不足の為、

歩Ⅲは、あと５床ほど空いています。いつでも

お待ちしています。紹介お願いします。５口

　荒金信治会員　明日から五美会展が別府トキハ

にて別府市美術協会主催で実施いたします。

ぜひご観覧下さい。西村先生と、荒金の作品も

出品しています。よろしくお願いいたします。

３口

　石田啓三会員　明けましておめでとうございま

す。会員増強委員長の石田です。本日１名の新

会員さんが仲間入り致しました。ゲストに２名

の参加をして頂きます。残り半期、会長の思い

を遂げられる様に頑張ります。新しい年に５口

致します。

　桝田　浩会員　尾方君、入会おめでとう。川本君、

小俣君、ようこそ別府東ＲＣへ。入会を心より

願っています。２口

　山下布美代ニコボックス委員長　今週、10日

に私の同級生であります元琴別府、三浦君の

テレビ出演。私も全国ネットTBSテレビ「爆報！

THEフライデー」で一緒に出演いたしました。

２月10日放送だそうです。お時間のある方は

是非ご覧下さい。２口

　新年を迎えまして、会員の皆様全員より２口。

年末年始の営業にて沢山儲けられた事業所が

あるかと思います。観光、サービス業の方から

は更に２口ずつ頂きます。※新年にあたり初詣

にて沢山の参拝があったかと思います。加藤

会員より２口。※西村名誉会員より多額のニコ

ボックスを頂いています。



竹内孝夫会長の挨拶 瑞木夫人、一力幹事ご夫妻、

荒金信治ご夫妻、西村ＰＧ 

梅野夫人、永嶋政人ご夫妻、杉本邦弘ご夫妻、

山下布美代会員、樽谷壽生会員　　　　　　 

幸 光喜会員、竹内孝夫会長、長野勝行次期会長、

桝田 浩会員、石田啓三会員　　　　　　　　　 

箕作昭宣ご家族、髙橋 郁ご家族 鄔 博 文くん、事務局、但馬 建ご家族

工藤恵美会員、中塚茂次会員、梅津 亮会員、石田啓三会員、

尾方義顕会員、後藤誠一会員、久保田高史次期幹事

新会員候補の川本氏、小俣氏、神田 剛会員、 

山下唱徳会員、岡本信哉会員、山下布美代会員


