
桜と芸妓 京都祇園に桜と芸妓　京都祇園にてて

第１８１７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

　 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

　みなさん、こんにちは。会長の時間です。

　冒頭黙祷を捧げましたが、当クラブ会員であり、

前商工会議所会頭の千壽健夫氏がお亡くなりになり

ました。千壽前会頭においては商工会議所ではもち

ろんですが、私がＲＣ会長になるときにお会いして

助言もいただきました。「思った通りにやりなさい」

等、又「必ずあなたが会長になった時に例会に出席

するから」とも言っていただきました。本当に残念

で仕方がありません。

－母 子 の 健 康 月 間－
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■ 出席報告

１名ゲ ス ト39名会員総数本

日

０名ビジター25名出 席 数

75.76％出 席 率８名欠 席 数

78.13％修正出席率68.75％前々回の出席率

1578回100％ 通算

岩瀬、黒岩、永嶋、西、檀上、

坂本

出席規定免除：

西村名 会 員 ：

■　メイクアップ

　事前　荒金（地区大会）

　事後（第1815回例会）

　　　　髙橋（別府）、中塚（地区大会）

■　欠　　席

安部、渡辺、笠木、但馬、梅津、山下（唱）、岡本

※４月２日　千壽健夫会員退会



　本日は、小野ガバナー補佐に出席していただき、

第４回のクラブ協議会になります。各委員長は前例

にとらわれず、現状報告をしていただければと思い

ます。

　今回、皆様にコピーを配布していますが、私の

会長就任時に掲げた方針です。私の任期も残すところ

あと３ヶ月となりました。残りの任期は方針に掲げた

未達の内容を中心に活動をしていきたいと思います。

　会長テーマ“原点回帰・変化への対応”

　ロータリー全体でも変化が起きています。定款

変更等がその一環であると思います。私が会長に

なったときの大きなテーマは“古き良きロータリー

の伝統は継承し、変わらなければならない内容は

勇気を持って変えていく”という事です。

　若い会員の方が多く入会しましたが、今後先輩

からもロータリーをしっかり学んで下さい。残りの

期間中にも新会員に向けた研修会を実施いたします。

　又、変化する内容もたくさん着手してきました。

手続き的には、改善委員会→理事会承認→会員報告

としてきたつもりですが、時には独善的と思われる事

も多々あったと思います。限りある時間の中で次世

代にバトンタッチする為ですのでお許しください。

　公式の会で不透明な事があってはいけません。

残りの３ヶ月はロータリー支出を見直して、前例の

予算制度の見直し、会員の支出見直し等を実施して

いくつもりです。それが完了して長野年度にバトン

タッチしていきたいと思います。

　あと、会長時に掲げた10の項目の進捗状況も確認

していきたいと思います。

■ 幹事報告 　　　　　幹事　一力　秀次

１．本日は、例会に引き続き「第４回クラブ協議会」

を開催致します。

２． 訃　報 

　　４月２日、千壽健夫会員が逝去されました。

（享年83歳）通夜・ご葬儀は、近親者のみにて執り

行われました。下記日程にて告別式が執り行われ

ます。謹んで故人のご冥福をお祈り申しあげます。

　日　　時　平成29年４月15日13：00から

　会　　場　天寿の杜

　　　　　　（別府市竹の内６－３　25－4444）

　喪　　主　千壽智明氏（ご子息）

　　＊本葬でのご香典は固くご辞退されるとのこと

です。

３．ＲＩ認証GPFRロータリー囲碁同好会「第18回

ロータリー国際囲碁大会」開催のお知らせ

　集　　合　2017年６月３日15：00

　　＊桃園市内のホテル住都大飯店ロビー（宿泊も）

　会　　場　蘿莎會館 Rosa Garden（台湾・桃園市

大溪区）＊３日４日専用バスで往復

　主　　催　ロータリー囲碁同好会（GPFR）台湾

支部

　参 加 料　15,000円（３日：歓迎晩餐会費、４日：

懇親会費、賞品、バス代、おみやげ交換

等含む）

　申込締切　５月20日

　　※詳細・登録申込みは、幹事または事務局まで

お申し出ください。

４．本日、11：45～杉乃井ホテルに於いて「第10回

定例理事・役員会」を開催致しました。

５．例会変更のお知らせ

　湯布院ＲＣ：４月12日の例会は『地区研修・

協議会出席』の為、４月９日熊本市に開催日・

場所変更

　杵築ＲＣ：４月14日の例会は『交通安全街頭

指導例会』の為、同日例会終了後、杵築日出

警察署杵築幹部交番に場所変更

　大分東ＲＣ：４月13日の例会は『野外家族

例会』の為、４月16日呼子・唐津・紅乙女酒造

に開催日・場所変更

　大分臨海ＲＣ：４月17日の例会は『新会員

歓迎例会』の為、18：30～（場所未定）に時間・

場所変更

　津久見ＲＣ：４月18日の例会は『清掃例会』

の為、同日12：00～青江ダムに時間・場所変更

　別府中央ＲＣ：４月18日の例会は『夜例会』

の為、４月17日18：30～亀の井ホテルに開催

日時変更

　大分城西ＲＣ：４月19日の例会は『創立27周

年記念例会』の為、同日18：30～大分オアシス

タワーホテルに時間変更

　湯布院ＲＣ：４月19日の例会は『早朝例会』

の為、同日６：30～六所宮に開催時間・場所変更

　大分東ＲＣ：４月20日の例会は『夜の例会』

の為、同日18：30～（場所未定）に時間・場所

変更

６．次週（４月13日）の例会予定

　「豊後大野・日出・別府東３ＲＣ合同花見例会」

　　　※４月13日18：30～於ホテルサンバリー

アネックス

　　当クラブがホストとなり「３クラブ合同花見

例会」を開催します。会員皆様の多数のご出席を

お願い致します。尚、新会員の紹介がありますの

で、昨年度４月５日「合同花見例会」以降に入会

された会員は、是非ご出席ください。          

７．本日の回覧　①「豊後大野・日出・別府東３RC

合同花見例会」出・欠席（４月13日）　②「ポリオ

撲滅のための寄付積立て1500円ランチ例会」（４月

20日）　③「別府市近隣７RC親睦ゴルフコンペ」

参加申し込み（４月23日）　④ロータリー財団100周

年記念シンポジウム実行委員長より「財団学友の

中満氏が次期軍縮担当上級代表（国連事務次長）に

任命」のニュース速報　⑤中津、くにさき、杵築、

中津中央 各RC週報　⑥ハイライトよねやま 204

⑦米山梅吉記念館　館報「2017春号 VOL.29」

８．本日の配布

　①ロータリーの友 ４月号　②週報№ 1816

■ お 祝 い（次週が３クラブ合同例会の為「お祝い」

を本日ご披露致します）



　会員誕生日　杉本　邦弘会員（４月17日）

　夫人誕生日　中塚　晶子さん（４月７日）

　　　　　　　樽谷　敦子さん（４月15日）

　　　　＊ご自宅にお花とお菓子をお届けします。

　結婚記念日　渡辺　一郎会員（４月18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　多額のニコボックスを

いただきました。

　竹内孝夫会長　今まで認可外保育園においては、

ほとんど補助金はありませんでしたが、今回、

国の方針で認可外保育園にも補助金が下りる

ようになりました。大分県４園のうち、２園が

当保育園になります。子ども達に使います。

　　※籠池とは違います。１０口

　一力秀次幹事　４月１日でほぼ満室、140名入居

しています。少し利益が出るようになりました。

１０口

　神田　剛会員　明豊高校が大分県大会で優勝

し九州大会へ行きます。２口。孫が上野丘高等

学校に入学いたしました。３口。合わせて５口

　中塚茂次会員　娘が 関  西 学院を卒業し、ワコール
かん せい

に就職しました!! ブラジャーをつけてみたいと

思っている会員の皆様、ご相談下さい。５口

　温泉祭りでは西 謙二会員があらゆる場面で登場。

３口。別府の発展をご祈念致しまして、全会員

より１口ずつ。

　瑞木一博会員　バンブーイノベーションプロ

ジェクト事業の木工事を担当し、３月末に完成

しました。市役所玄関ホールに入ると別府の

伝統工芸である竹製品をPRする雰囲気に模様

替えをいたしました。是非、市役所に足を運ん

でください。３口

　山下布美代会員　明日、息子の入学式です。

新入生代表挨拶をいたします。一緒に原稿を

考えて仕上げました。ロータリーでの卓話の

経験が大変役に立ちました。３口

とき：2017年４月６日（木）　　ところ：杉乃井ホテル

　例会終了後、第４回クラブ協議会を

開催した。

　クラブ管理運営は長野副会長、奉仕

プロジェクトは竹内会長の進行で行わ

れ、 後に大分第３グループガバナー

補佐 小野哲夫氏に感想をお願いし、

今後のクラブ協議会等について有意義

な意見をいただいた。

総合司会　幹事　一力秀次　
　
会長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　竹内孝夫
ガバナー補佐挨拶　　大分第３グループガバナー補佐　小野哲夫氏
出席者紹介　※「委員会計画」発表の場で各自自己紹介
　　　　　　　（在籍年数・職業分類等）
　

2016－2017年度委員長　活動計画発表
クラブ管理運営　　委員長　長野勝行　司会　副会長　長野勝行
Ｓ Ａ Ａ　　　　　　〃　　中塚茂次 
出　　席　　　　　　〃　　山下唱徳　＊代理：神田　剛委員
ニコボックス委員会　〃　　山下布美代  
プログラム　　　　　〃　　久保田高史 
親睦委員会　　　　　〃　　沼田守生 
ソングリーダー　　　〃　　瑞木一博 
会員増強委員会　　　〃　　石田啓三 
職業分類・会員増強　〃　　石田啓三 
会員選考　　　　　　〃　　樽谷壽生 
広報委員会　　　　　〃　　瑞木一博
Ｒ情報・雑誌・ＩＴ広報　〃　　瑞木一博
奉仕プロジェクト委員会　〃　　桝田　浩　　司会　会長　竹内孝夫

奉 仕 　　　　　〃　　但馬　建　＊代理：工藤恵美副委員長
会 奉 仕 　　　　　〃　　安部　勇

ブライダル推進　　　〃　　髙橋　郁　　 
青少年奉仕　　　　　〃　　工藤恵美  

奉 仕 　　　　　〃　　桝田　浩 
ロータリー財団委員会　〃　　箕作昭宣 
米山奨学委員会　　　〃　　幸　光喜 
　
入会３年未満会員（紹介）：渡辺一郎、後藤誠一、西　貴之、
　　　　　　　　　　　　 工藤晴生、尾方義顕、中村忠孝、
　　　　　　　　　　　　 工藤陽一　＊委員長を除いて記載
　
講評・感想　　　　　大分第３グループガバナー補佐　小野哲夫氏
謝　　　辞　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　竹内孝夫

小野哲夫ガバナー補佐挨拶

クラブ協議会風景



「ロータリーの友 ４月号」より　


