
第１８３０回例会VOL.39－№　２　2017　 年　７　月　20　日

■ 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

■ ゲ ス ト

　 荒  金 　 信  治 氏
あら かね のぶ はる

　　（大分第３グループガバナー補佐）

　 玉  田 　 義  征 氏（豊後大野ＲＣ　会長）
たま だ よし まさ

　 神  山 　 広  志 氏（　　〃　　　　幹事） 
かみ やま ひろ し

広報委員長　瑞木　一博

■ 会長の時間 　　　　　会長　長野　勝行

　皆さん、こんにちは。

　先週は休会でしたので、２週間ぶりの例会ですが、

随分久しぶりのような感じがしています。

　歴代会長の方々からは「１週間が経つのは早いよ」

と言われましたが、２週間ぶりだと少し長いような

気もします。

　さて、福岡・大分の豪雨災害から昨日で、２週間が

経ちました。

　その災害で犠牲になった方は、両県で34人にも

のぼります。

　依然として行方不明の方も、７人もいらっしゃい

ます。

　そして、現地ではまだまだ不自由な生活を送って

いる方々も、たくさんいらっしゃいます。

　他団体では、現地でのボランティア活動等で早々

に動いている団体もありますが、ロータリーとし

ても、何等かの形で支援できればいいかと思って

います。

　他クラブとも調整しながら考えていきたいと思い

ます。

委員長　後藤　誠一■ 出席報告

３名ゲ ス ト39名会員総数本

日

０名ビジター23名出 席 数

76.67％出 席 率７名欠 席 数

94.74％修正出席率92.11％前々回の出席率

1578回100％ 通算

岩瀬、樽谷、黒岩、幸、神田、

西、檀上、梅野、箕作

出席規定免除：

西村名 誉 会 員 ：

■　メイクアップ

　事前　但馬（別府）

　事後（第1828回例会）

　　　　羽田野（別府中央）

■　欠　　席

安部、石田、笠木、中塚、梅津、渡邉

※７月13日　定款休会
アイガー山頂 スイアイガー山頂　スイスス

“歴史と伝統を継承し、　　　　
　　　　活動的なクラブにしよう”

別府東ＲＣ 会長テーマ



■ 幹事報告 　　　　　幹事　久保田高史

１．本日は、例会に引き続き「第２回クラブ協議会」

を開催します。

２．「管理運営・公共イメージ・会員増強合同セミ

ナー」開催のお知らせ

　日　　時　平成29年９月２日13：00～16：00

　場　　所　ホルトホール大分 （097-576-7555）

　出席対象者　ガバナー補佐、会長、幹事、管理運営

委員会（クラブ奉仕委員会）関係者、

公共イメージ委員会関係者、会員増強

委員会関係者、事務局員、他希望者

　　　　　　※担当委員長へは、個別にご案内致し

ます。

３．「ロータリー財団部門・米山記念奨学会部門合同

セミナー」開催のお知らせ

　日　時　平成29年９月16日12：30～16：30

　場　所　小川総合文化センターラポート（熊本県

宇城市小川町江頭80（0964-43-0004）

　内　容　〔米山記念奨学金部門〕予定

　　　　　米山記念奨学会の事業の目的について

　　　　　米山学友会の活動の重要性について

　　　　　卓話月間へ向けて（米山奨学生代表者

発表）ほか

　　　　　〔ロータリー財団部門〕予定

　　　　　ロータリー平和フェローシップについて

　　　　　各クラブからの質疑についての回答…

事前アンケート送ります

　　　　　地区補助金事例発表…詳細は検討中

　出席対象者　会長、幹事、ロータリー財団委員長、

米山記念奨学委員長

　　　　　※ロータリー財団部門の各クラブアン

ケートの提出をお願いします。

　　　　　※両部門とも12：30から全て受講して

頂く内容となっています。

           

４．第１回定例理事・役員会報告（平成29年７月６日

11：45～於杉乃井ホテル　12名出席）

　審議事項

　１号議案）西村駿一氏を昨年度から継続して本

クラブの「名誉会員」とする件

　　＊定款第10条第６節により承認（存続期間を

設定しない）

　２号議案）定款第12条第３節を適用した出席

規定の免除者承認の件

　　岩瀬公男、樽谷壽生、黒岩 英、杉本邦弘、永嶋

政人、幸 光喜、神田 剛、加藤兼司、檀上陽一、

西 謙二、梅野 保、坂本 敦、箕作昭宣 以上

13名

　３号議案）2017－2018年度予算書変更の件

＊承認

　４号議案）都合により、次週（７月13日例会）を

定款第８条第１節による「休会」とする件、

並びに年間スケジュール変更の件　　　＊承認

　５号議案）2017－2018年度前期会費納入金及び

立替金請求の件（７月７日付）　　　　＊承認

　６号議案）前年度からの引継ぎ事項「ブライダル

企画」の件

　　＊２～３ケ月の準備期間を設けて但馬 建委員長

を中心に企画、実施を承認

　７号議案）「祈願例会」開催並びに前年度からの

引継ぎ事項「鯉の贈呈」の件

　　日　　時　平成29年８月３日12：30～

　　場　　所　火男火売神社

　　＊「奉仕活動費積立」から拠出し贈呈実施。

「別府東RC寄贈」看板の設置を要望　承認

　８号議案）「納涼ビアガーデン例会」開催の件

　　日　　時　平成29年８月24日18：30～

　　場　　所　ホテルサンバリービアガーデン

　　会　　費　1,300円（食事費補助 2,700円）

＊屋外会場を予定

　９号議案）クラブ慶事規定に「会員の結婚お祝い」

追加の件　　　　＊お祝金として一万円を支給

　報告・確認事項

　①定例会場の周知

　②７月～８月の例会予定の確認

　　７月６日「会長・幹事就任挨拶」

　　　　　　　於杉乃井ホテル

　　　　13日「定款第８条第１節により休会」

　　　　20日「第２回クラブ協議会」於ホテルサン

本日は『奉仕活動支援の積立ランチ』の日です。

会員皆様のご協力を宜しくお願い致します。

神山広志幹事、玉田義征会長



バリーアネックス

　　　　27日「クラブ管理運営各委員長就任挨拶」

　　　　　　　於杉乃井ホテル

　　８月３日「別府東RC祈願例会」

　　　　　　　於火男火売神社

　　　　10日「奉仕プロジェクト各委員長就任挨拶」

　　　　　　　於ホテルサンバリーアネックス

　　　　17日「第３回クラブ協議会（公式訪問２週間

前）」於ホテルサンバリーアネックス

　　　　24日「納涼ビアガーデン例会」

　　　　　　　18：30～於サンバリービアガーデン

　　　　31日⇒29日「永田壮一ガバナー公式訪問

６RC合同例会」

　　　　　　　18：00～於別府湾ロイヤルホテル

　③今期は例会プログラムに「ロータリーについて」

の情報時間を入れない　　　＊夜例会等で実施

５．７月７日12：30～両築別邸にて開催の別府

RC例会に長野勝行会長、久保田高史幹事、荒金

信治大分第３グループガバナー補佐の３名で訪問

し就任のご挨拶を致しました。

６．７月８日10：00～ホルトホール大分会議室に

於いて「広報・青少年奉仕部門合同セミナー」が

開催されました。

　参加者：長野勝行会長、荒金信治大分第３グループ

ガバナー補佐、一力秀次会長エレクト、

久保田高史幹事、瑞木一博広報委員長

７．７月15日13：00～熊本ホテルキャッスルに

於いて「ＲＩ第2720地区ガバナー補佐・地区部門

長会議」が開催され、荒金信治大分第３グループ

ガバナー補佐が出席されました。

８．第１回臨時理事・役員会報告（平成29年７月13日

＜持ち回り＞）

　審議事項

　１号議案）坂本 敦会員６月30日付退会願いの件

　　＊承認　７月１日の会員総数を40名→39名に

訂正致します。

９．第２回臨時理事・役員会報告（平成29年７月18日

＜持ち回り＞）

　審議事項

　１号議案）７月27日例会を夜例会に変更の件

　　例会日　平成29年７月27日18：30～

　　場　所　ホテルサンバリーまるや

　　会　費　1,300円（食事費補助2,700円）

10．例会変更のお知らせ

　別府中央RC：７月25日の例会は『夕涼み

例会』の為、同日18：30～別府タワーに時間・

場所変更

　大分東RC：７月27日の例会は『夜の例会』

の為、同日18：30～ザ・ブリッジに時間・場所

変更

　大分南RC：７月28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・琥珀の間に時間・場所変更

　大分1985RC：７月31日の例会は『ガバナー

公式訪問例会』の為、同日12：30～大分オア

シスタワーホテルに場所変更

11．次週（７月27日）の例会予定

　「クラブ管理運営　担当委員長就任挨拶」

　　一力秀次クラブ管理運営・山下布美代SAA・

後藤誠一出席・工藤晴生ニコボックス・沼田

守生プログラム・岡本信哉親睦・山下唱徳会員

増強・樽谷壽生会員選考・瑞木一博公共イメージ

各委員長

　　※７月27日18：30～ホテルサンバリーまるや

に時間・場所変更します。

　　　お間違えのない様にご注意ください。

12．本日の回覧

　①例会変更出・欠席（７月27日）

　②「別府東RC祈願例会」出・欠席（８月３日）

　③ハイライトよねやまVOL.208／「世界米山学友

による感謝 in 熊本」

　④中津中央、豊後高田 各ＲＣ週報

■ お 祝 い（先週の例会が「休会」の為、本日併せて

ご披露致します。）

　会員誕生日　山下布美代会員（７月25日）

　夫人誕生日　工藤　智美さん（７月17日）

　　　　＊ご自宅にお花とお菓子をお届けしました。

　皆　　　勤　後藤　誠一会員（７月７日＝１年）

　　　　　　　西　　貴之会員（７月７日＝１年）

　　　　　　　石田　啓三会員（７月17日＝３年）

　　　　　　　瑞木　一博会員（７月19日＝16年）

　　　　　　　桝田　　浩会員（７月19日＝16年）

■ ニコボックス 　　　　委員長　工藤　晴生

　荒金信治ガバナー補佐　第２回クラブ協議会、

よろしくお願いいたします。３口

　先日、別府東RCの会員同士のキス現場を目撃

してしまいました。この事は私の胸の中に秘め

たいと思います、が、男性はけじめとして沼田

さん、２口よろしくお願いします。



とき：平成29年７月20日（木）　　ところ：ホテルサンバリーアネックス

　例会終了後、第２回クラブ協議会を開催した。

　総合司会は久保田幹事、司会は長野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 荒金信治氏

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。

 第２回クラブ協議会次第 

総合司会　幹事　久保田高史

会 長 挨 拶 　　　　　　　　　　　会　長　　　長野勝行

ガバナー補佐挨拶　　　　　　 ガバナー補佐 　荒金信治

出席者紹介　※「委員会活動計画」発表の場で各自自己紹介（在籍年数・職業分類等）

司会　会長　長野勝行

　クラブ管理運営　　　　　　　委員長　　　一力秀次

　　　 　　　　　　　　　〃　　　　山下布美代

　　　出　　席　　　　　　　　　〃　　　　後藤誠一

　ニコボックス委員会　　　　　　〃　　　　工藤晴生

　　　プログラム　　　　　　　　〃　　　　沼田守生

　　　親睦委員会　　　　　　　　〃　　　　岡本信哉

　　　ソングリーダー　　　　　　〃　　　　西　貴之

　会員増強委員会　　　　　　　　〃　　　　山下唱徳

　　　職業分類・会員増強　　　　〃　　　　山下唱徳

　　　会員選考　　　　　　　　　〃　　　　樽谷壽生　　代理（山下唱徳）

　公共イメージ委員会　　　　　委員長　　　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　　　委員長　　　桝田　浩

　　　 奉 仕 　　　　　　　　〃　　　　工藤恵美

　　　 会 奉 仕 　　　　　　　　〃　　　　桝田　浩

　　　ブライダル推進　　　　　　〃　　　　但馬　建　　代理（尾方義顕）

　　　青少年奉仕　　　　　　　　〃　　　　石田啓三　　代理（工藤陽一）

　　　 奉 仕 　　　　　　　　〃　　　　中塚茂次　　代理（桝田　浩）

　ロータリー財団委員会　　　　　〃　　　　神田　剛　　代理（杉本邦弘）

　　　米山奨学委員会　　　　　　〃　　　　髙橋　郁

入会３年未満会員（紹介）　　　尾方義顕、中村忠孝、工藤陽一、羽田野 徹

＊委員長を除いて記載

講評・感想　　　　　　　　　 ガバナー補佐 　荒金信治

謝　　　辞　　　　　　　　　　　会　長　　　長野勝行

クラブ協議会風景


