
春爛漫 九重花公春爛漫　九重花公園園

第１８１９回例会

■ 点　　鐘 　12時30分
　　

■ ロータリーソング 　君が代・それでこそロータリー
　　

■ 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　芝田泰明、村上有紀（別府）、高橋喜
巳（別府北）、前田哲矢、大島由美子、後藤 隆
（別府中央）

■ ゲ ス ト
　園田　勝美氏（RI第2720地区　地区財務委員長）

■ 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。
　本日はゲストに2720地区財務委員長の園田勝美
さんが来られています。先日の地区大会においても
大変すばらしい報告をしていただき、前田ガバナー
からも大変信頼されており、本日ゲストとして後ほ
どご挨拶をいただければと思います。
　又、本日は新会員として、羽田野 徹さんの入会式
もあります。先日、当会員である千壽・持永両会員

－母 子 の 健 康 月 間－
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■ 出席報告

１名ゲ ス ト40名会員総数本

日

６名ビジター22名出 席 数

68.75％出 席 率10名欠 席 数

81.82％修正出席率75.76％前々回の出席率

1578回100％ 通算

岩瀬、黒岩、永嶋、杉本、幸、

西、箕作、坂本

出席規定免除：

西村名 会 員 ：

■　メイクアップ

　事前　桝田（地区研修・協議会）

　事後（第1817回例会）

　　　　但馬（別府中央）

■　欠　　席

安部、笠木、中塚、岡本、但馬、梅津、渡辺、

工藤（晴）、山下（唱）



がお亡くなりになりましたが、38名でスタートした
私の年度も40名となりました。ちなみに７名入会、
５名退会となります。ただ、本年度会員目標数は
45名ですので、石田増強委員長を中心に目標達成に
向けて残り３ヶ月お願いいたします。
　さて、先日の合同花見例会でも言いましたが、もう
一度、残り３ヶ月になった私の年度において実施さ
れていない内容を説明して実施したいと思います。
　本年度の方針“原点回帰・変化への対応”です。
　原点回帰～古き良きロータリーの伝統継承　ロー

タリー３大義務の厳守
　　３大義務～①例会出席　②会費納入　③ロータ

リーを学ぶ（雑誌購読）
　変化への対応～時代に沿わない内容の見直し
　　固定観念の打破
　　改善委員会立ち上げ～定款細則改定等
　また、具体的10の方針を打ち出しました。
　　　　　↓
　定款細則等変更　姉妹クラブ等明確化　会費納入の
正常化　親睦活動活性化　社会奉仕活動推進等、
皆さんの御協力により実行いたしました。
　　　　　↓
　残り３ヶ月に以下の内容を実施できればと思います。
　－改善委員会～予算内容　制度の見直し→会員か

らの会費の使用方法の改善　前例主義の予算
制度を廃止して、ロータリーとして奉仕活動
中心の運用に転換　会費以外の会員の支出を
抑える方針　例）1500円ランチ回数を増やす
⇒ポリオを含め奉仕活動予算へ　経費の見直
し⇒削減する内容の実施　クラブ決定行事に
対する会員補助金支給　交通費等の会員支出
経費の改善　明文化　等

　－新会員・中堅会員に対する研修会実施～例会枠
での実施

　－職業奉仕（但馬委員長、工藤副委員長）～会員
会社訪問等

　－青少年奉仕（工藤委員長、山下唱副委員長）～
次年度につなげる企画立案

　－社会奉仕・ブライダル推進（髙橋委員長、中塚
副委員長）～婚活パーティ実施

　改善委員会メンバー　各委員会メンバーの方、
残り３ヶ月の実施をお願いいたします。

■ 幹事報告 　　　　　幹事　一力　秀次

１．前田眞実ガバナーより「年度終了懇親会並びに
次年度引継ぎ式」開催のお知らせ
　日　　時　平成29年６月24日
　　16：00　登録開始／16：30～振返り＆引継式
　　17：50～懇親会
　場　　所　オアシスタワーホテル５Ｆ
　　　　　　（097－533－4411）
　会　　費　7,000円
　　2016～2017年度　地区委員
　　　長野勝行地区会員増強副委員長、工藤恵美

地区職業奉仕委員、山下布美代地区職業奉仕

プロジェクト委員、中塚茂次地区国際奉仕委員
　　2017～2018年度　地区委員
　　　荒金信治大分第３グループガバナー補佐、

石田啓三Ｒ財団地区補助金委員、工藤恵美
地区職業奉仕委員

　＊個別に、出・欠席をお伺いします。都合つく方
は、ご出席を宜しくお願い致します。　　　　

２．第９回臨時理事・役員会報告（平成29年４月17日
〈持ち回り〉）
　審議事項
　１号議案）新会員候補者羽田野徹氏の職業分類を

当クラブ未充填分類の「生命保険」に充填、
並びにインフォメーション開催とクラブ入会式
の日程確認の件

　　インフォメーション：４月20日12：00～
　　入会式：４月20日12：30～
３．本日、11：30～ホテルサンバリーアネックスに
於いて「2017－2018年度別府市内４RC会長・幹事
会」が開催されました。

　出席者：長野勝行次期会長、久保田高史次期幹事、
荒金信治次期ガバナー補佐

４．本日、12：00～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、瑞木一博、樽谷壽生、石田
啓三、梅野 保、一力秀次 各会員

５．例会変更のお知らせ
　中津中央ＲＣ：４月25日の例会は『向笠公園
清掃例会』の為、同日12：30～向笠公園に場所
変更

　くにさきＲＣ：４月26日の例会は『市民病院
祭り』の為、４月23日９：00～国東市民病院
に開催日時・場所変更

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10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。

氏　　名　羽田野　徹（はたの　とおる）

生年月日　昭和46年12月27日　45歳

事 業 所　株式会社 omnibus（オムニブス）

代表取締役

　〒874－0840　別府市大字鶴見3449番地の79

　　　　　フリーダイアル　0120－505－277

　　　　　ＦＡＸ　0977－75－9303

職業分類　生命保険（Insurance－Life）

所属委員会　親睦委員会

推 薦 者　梅野　保会員



　大分臨海ＲＣ：５月１日の例会は『定款第８条
第１節に基づき休会』

　大分1985ＲＣ：５月１日の例会は『定款第８条
第１節に基づき休会』

　大分ＲＣ：５月２日の例会は『定款第８条
第１節に基づき休会』

　大分中央ＲＣ：５月２日の例会は『定款第８条
第１節に基づき休会』

　中津中央ＲＣ：５月２日の例会は『定款第８条
第１節に基づき休会』

　日出ＲＣ：５月２日の例会は『定款第８条
第１節に基づき休会』

　別府中央ＲＣ：５月２日の例会は『定款第８条
第１節に基づき休会』

６．次週（４月27日）の例会予定
　　「ゲスト卓話」
　　　　ミス・ユニバースジャパン大分2017

大分県代表　砂川咲季さん
７．本日の回覧　①「台北昇陽扶輪社との姉妹クラブ
締結再調印式」訪問団参加申込み（６月17日～
19日）　②大分合同新聞「灯」掲載記事（児童養護
施設「光の園」施設長　松永 忠氏）
８．本日の配布　①週報№ 1818

■ お 祝 い
　夫人誕生日　杉本　恵子さん（４月20日）
　　　　＊ご自宅にお花とお菓子をお届けします。
　結婚記念日　梅野　　保会員（４月25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
　大分キャピタルＲＣ　園田勝美会員　本日、

別府東ＲＣの例会に出席させていただきました。
親しくさせていただいています竹内会長さんに
逢いたくて参りました。地区大会は大変お世話に
なりました。※多額のニコボックスを頂きました。

　竹内孝夫会長　羽田野さん、入会おめでとうござ
います。これで会員40名となりました。。45名
目指して!! ５口。一力幹事３口。花見例会の
盛況に感謝して、竹内会長３口。

　檀上陽一会員　３クラブ合同花見例会の盛況、
おめでとうございます。豊後大野、日出の会員の
方々と仲良くなれました。また、娘 夏子と事務
局 今村さんのお嬢さんをアトラクションで呼ん
で頂き多額のギャラを頂き感謝感激！ １０口。
荒金会員の古稀の祝いとして３口プラス。計１３口

　荒金信治会員　「大琳50年の軌跡と仲間たち」
無事終了いたしました。光の園と平和園には
寄附（各５万円、合計１０万円）おこないました。
色々とご指導ありがとうございました。御礼と
して１０口いたします。

　梅野　保会員　羽田野 徹さんの紹介会員と
して！ ３口

　瑞木一博会員　本日は羽田野 徹くんのイン
フォメーションでした。不覚にも例会場を間違っ
てしまいました。又、ホームページの更新も
怠っていました。大変失礼しました。２口

　髙橋　郁会員　例会場を間違えました。スミマ
セン。２口

　花見例会におきまして見事な桜のアレンジメン
ト。ここに別府東RCありというところ、見せ

ることが出来ました。梅津会員２口
　西　貴之会員　先週の花見例会でのクイズの

景品として茶郎の“さくら餅”大変美味しく
頂きました。宣伝をして、沢山の皆様に味わって
頂きたいですね！ ２口

　花見例会において西会員のところの“茶郎”さん
の紹介を忘れました。沼田、山下（布）各会員
１口ずつ。

　今村事務局員　先日の「豊後大野・日出・別府東
３RC合同花見例会」でアナザーレベルダンス
出演の機会をいただきまして大変ありがとうご
ざいました。１口。尾方会員の名前の読みがなを
間違えました。申し訳ありません１口。計２口

≪別府市近隣７ＲＣ合同親睦ゴルフ大会≫

開 催 日　平成29年４月23日
　　　　　＊９時00分集合でお願いします。
スタート　午前10時７分より
　　　　　（OUT・IN同時スタート）
場　　所　別府扇山ゴルフ場（24－2433）
　　　　　＊表彰式・懇親会は、プレー終了後、

午後６：30よりホテルサンバリー
アネックスにて行ないます。

ゴルフ参加者：箕作昭宣・幸 光喜・長野勝行・
　　　　　　久保田高史・山下唱徳・後藤誠一・

一力秀次 各会員
懇親会参加者：加藤兼司・幸 光喜・長野勝行・
　　　　　　久保田高史・山下唱徳・工藤恵美・

山下布美代・一力秀次 各会員
＊当クラブがホストとなりますのでご協力を
宜しくお願い致します。

米山カウンセラーへ感謝状

園田地区財務委員長とバナー交換



　本日は、４月９日に行われました地区研修・協議会
の報告をさせて頂きます。
　当日は、午前10時に点鐘し、午前中は主に永田
ガバナーエレクトより次年度のRIテーマと地区方針
が発表されました。続いて、次年度の地区部門長より
部門別の方針発表が行われました。午後からは、
基調講演の後、各部門毎に分かれて部門別協議会が
行われました。
　まずは、次年度RIのテーマですが「ロータリー：
変化をもたらす」です。永田ガバナーエレクトが
仰っていたのは、コロンを助詞（てにおは）に置き
換えるとニュアンスが変化するということでした。
　例えば、「ロータリーが変化をもたらす」にすると、
世界の助けを求めている人々の生活に変化をもたら
します。「ロータリーに変化をもたらす」にすると、
多くの地域が平和になることによってロータリーに
変化をもたらします。「ロータリーと変化をもたらす」
にすると、ロータリーとともに歩むことによって
私たちロータリアンの生活も変化していきます。
以上のような意味を考えながら、永田ガバナーエレ
クトが掲げた地区スローガンは「ロータリーを奨励
し、ロータリーを楽しもう」でした。
　まず、ロータリーを奨励するとは…2016年の規定
審議会の決議により国際ロータリーは転換点にあり
ます。この転換に向けて地区も大きく舵をとる必要
がある。しかし、心配されているようなRIが本来の
目的から逸脱することはないし、５大奉仕の心理は
いささかも崩れることはありません。みなさんと一緒
に考え行動し未来に向けて歩いていきましょう、と
いうことでした。
　そして、ロータリーを楽しむとは…ロータリアン
がロータリーの意図を理解し、奉仕活動に参加し、
地域社会や国際社会の人々を笑顔にすること、という
ことです。
　以上のような解説がありましたが、シンプルで
分かり易いスローガンだという印象を受けました。
　次に、地区方針ですが、クラブ目標10項目、ロー
タリアンの目標３項目についての説明がありました。
　クラブ目標ですが…
　① 会員増強。女性と40歳以下の若い会員の各ク
ラブ純増１名以上　② マイロータリーを通して
ロータリークラブ・セントラルへのアクセス　③ 
戦略計画委員会の設置　④ クラブ研修リーダー
の設置。ロータリーリーダーシップ研修会への
参加　⑤ ロータリー財団・年次寄付10％　⑥ グ
ローバル補助金・地区補助金プロジェクトへの
参加　⑦ ポリオ撲滅運動への参加。募金活動など
⑧ 会員基盤の強化。クラブ内ロータリー研修会
の実施　⑨ 青少年奉仕事業へ参加しましょう。　
⑩ 会長賞にノミネートしましょう。
　という10項目です。この中でも重点的に行ってい
きたい項目がいくつかあるので、次年度のクラブ方針
と重なる部分だけお話ししていきたいと思います。
　まずは、会員増強です。女性会員も40歳以下の

会員も含めて、50名までの増強を目指したいと思い
ます。次次年度は40周年を迎え、節目の年にもなり
ます。来るべく40周年へ向けて、１人でも多くの
会員を増強して、より活気のあるクラブを目指して
いきたいと思っています。すでに新年度には数人の
候補者もいますので、その後も、山下委員長の手腕
に期待します。
　そして、戦略計画委員会の設置です。名称はさて
おき、竹内年度で行ってきたクラブ改善委員会を
踏襲する形で、諸規定や慣例になっている部分の
見直しや、中長期的な計画を協議、立案する委員会
を設置したいと考えています。当然、各案件とも
理事会へ上程し審議して頂く形になります。
　次に、グローバル補助金・地区補助金プロジェクト
への参加ですが、地区補助金については、今期も
前期も活用し、光の園への奉仕活動を行っています。
次期もすでに申請しておりますが、受理されれば、
地区補助金を使った活動も行っていければいいなと
思っています。
　次にポリオ撲滅運動への参加ですが、当クラブは、
長年ポリオランチの実施を行い、ポリオ撲滅運動へ
寄与してきました。他クラブに比べても、多大な貢献
をしてきています。しかし、世界的なポリオ発生の
低下を踏まえ、募金活動等での支援に切り替えて、
次期は、ポリオランチを廃止して、社会奉仕活動へ
の支援ランチを実施したいと考えています。
　そして、会員基盤の強化。クラブ内ロータリー
研修会の実施です。近年、当クラブは多くの新会員
が入会しました。年齢的にも若い会員も増えてきま
した。そんな会員たちが、ロータリーの知識を学ぶ
場やベテラン会員との懇親の中で、当クラブの歴史
を見聞きする機会を増やしていきたいと思っていま
す。研修会という堅い形式ではなく、あくまでも
懇親の中で、リラックスして話ができる事が重要だ
と考えています。昼例会、夜例会問わず、定期的に
行っていきたいと思います。
　そして、ロータリアンの目標ですが…
　① マイロータリーに登録しましょう。地区目標
50％　② 奉仕活動に参加しましょう　③ 各種セ
ミナーに参加しましょう

　という３項目です。
　マイロータリーについては、久保田次期幹事が
熱心に勉強されているので、おいおい説明があると
思います。
　奉仕活動と各種セミナーへの参加は、近年の当
クラブの参加率は高いと思いますので、引き続き
次年度もよろしくお願い致します。
　以上、地区研修・協議会の報告とそれにあわせた
次年度の取り組みも少し、話をさせて頂きました。
　まだまだ若年で経験不足の面も多々ありますが、
クラブの名を汚さぬように精一杯、会長職を務めて
参りたいと思いますので、よろしくお願い致します。
　御清聴ありがとうございました。

　次期会長 　長　野　勝　行


