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■ 点　　鐘 　18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　下郡 隆（別府北）、近藤賢司、大島

由美子（別府中央）

■ 会長の時間 　　　　　会長　長野　勝行

　　皆さん、こんばんは。

　まずは、明豊高校の甲子園出場が決まりました

公共イメージ委員長　瑞木　一博

ことを心からお祝い申し上げます。元高校球児と

して、地元の高校が甲子園に出場することは、本当

に嬉しいことです。

　さて、今日は、今期初めての夜例会です。クラブ

管理運営の各委員長の就任挨拶を頂いてから、懇親

会に移りたいと思います。今期は、１ヶ月に１度は

夜例会を行いたいと思っています。

　私の就任挨拶でも少しお話ししましたが、本年度

の重点目標の１つである会員基盤の強化の一環と

して行います。

　次回からは、炉辺談話という形の中で、クラブの

歴史や、ロータリーの情報などをお酒を酌み交わし

ながら、和やかな雰囲気の中で行い、親睦も深めて

いければいいと思っています。

　本日も最後までお願い致します。

■ 幹事報告 　　　　　幹事　久保田高史

１．今年、初盆を迎えられる会員は、下記の方です。

　　故千壽健夫会員

　　　初盆会　８月10日午後１時～午後４時

　　　場　所　ＪＡべっぷ　プリエール天寿の杜

　　　　　　　（別府市竹の内６組－３）

委員長　後藤　誠一■ 出席報告

０名ゲ ス ト39名会員総数本

日

３名ビジター27名出 席 数

81.82％出 席 率６名欠 席 数

81.25％修正出席率78.13％前々回の出席率

1578回100％ 通算

岩瀬、樽谷、黒岩、西、檀上、

梅野

出席規定免除：

西村名 会 員 ：

■　メイクアップ

　事後（第1829回例会）

　　　　但馬（別府中央）

■　欠　　席

安部、笠木、工藤（晴）、西（貴）、但馬、梅津
アルプス・ハイキング スイアルプス・ハイキング　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



　　故持永登茂会員

　　※初盆会は、身内にて行います。お参り等は

誠に勝手ながら謹んでご辞退させていただき

ます。お気遣いいただきませんようにお願い

致します。

　　檀上陽一会員（ご尊父　檀上 栄様）

　　※初盆会は、来年執り行います。

　　箕作昭宣会員（ご母堂　箕作サツ子様）

　　　〒874-0904　別府市南荘園20組　21-7285

　　髙橋　郁会員（ご尊父　髙橋德一様）

　　　〒874-0836　別府市東荘園4丁目２組Ｂ

25-8237 

２．社会福祉法人「別府発達医療センター」より、

理事長、副理事長、常務理事交代のお知らせ

　　前理事長　小松紘一郎（６月23日付　退任）

　　理 事 長　阿部　　實（新任）

　　副理事長　福永　　拙（新任　センター長兼任）

　　常務理事　江藤　敏博（新任）

３．RYLA（青少年指導者養成プログラム）セミナー

受講者募集のお知らせ

　ＲＹＬＡは、若い人々とロータリークラブ会員

が共に時間を過ごし、指導力、奉仕の精神を

伝え、友愛を深めることに特色があります。また、

このセミナーを受けることにより、受講者が

組織や地域社会のリーダーとして活動する機会

になります。

　【募集要項】

　　日　　程　平成29年９月９日11：00集合

　　　　　　　平成29年９月10日13：00終了

             （１泊２日）

　　場　　所　阿蘇ＹＭＣＡ

             （熊本県阿蘇市 0967-35-0124）

　　募集人員　先着40名

　　応募資格　対象年齢18歳～30歳

　　　　　　　ロータリアン企業の社員、あるいは

組織や地域社会のリーダーに興味の

ある方、ＲＡＣ

　　登 録 料　3,000円（宿泊費、食事、研修費）

　　服　　装　動きやすい服装と履きなれた運動靴

              （２日目に屋外でのプログラムがあり

ます）

　　当日プログラム

　　《１日目》

　　　11：00　集合（部屋割り等）　13：00研修 

　　　18：20　１日目研修終了

　　　18：50　懇親会（バーベキュー）

　　《２日目》

　　　７：00　食事・荷物まとめ等　８：00　研修

　　　12：30　閉講式　13：00　解散

　　※受講者を推薦される方は、幹事・または事務局

までお申し出ください。

４．定款第８条第１節により例会開催数を変更

したクラブのお知らせ

　中津平成ロータリークラブ

　　第１　12：30～於グランプラザ中津ホテル

　　第３　18：30～於グランプラザ中津ホテル

　　※第２週・第４週・第５週　木曜日は例会が

ありません

　別府北ロータリークラブ

　　第１　12：30～於ホテル白菊

　　第２　12：30～於ホテル白菊

　　第３　12：30～於ホテル白菊

　　※第４週・第５週　水曜日は例会がありません

５．例会変更のお知らせ

　津久見ＲＣ：８月１日の例会は『全員協議会』

の為、同日18：30～津久見市民会館に時間変更

　別府中央ＲＣ：８月１日の例会は『家族例会』

の為、同日18：30～焼肉春香苑に時間・場所

変更

　湯布院ＲＣ：８月２日の例会は『早朝例会』

の為、同日６：30～山崎総合グランド周辺及び

河川沿い清掃活動に変更

　中津中央ＲＣ：８月８日の例会は『ガバナー

公式訪問例会』の為、８月９日12：30～グラン

プラザ中津ホテルに開催日変更

　湯布院ＲＣ：８月９日の例会は『定款第８条

第１節により　休会』

　別府北ＲＣ：８月９日の例会は『定款第８条

第１節により　休会』

６．次週は、火男火売神社に於いて「第２回定例

理事・役員会」を開催しますが、例会終了後に

開催時間を変更します。理事・役員の方は、その

まま会場にお残りください。

７．次週（８月３日）の例会予定

　「別府東ＲＣ祈願例会」12：30～於火男火売神社

　　※12：30～本殿にて「祈願」を致します。祈願

終了後、神社の池にて「鯉の贈呈・放流」を

実施し、終了後、「例会」を開催します。時間

が前後しますが、ご理解お願いします。

８．本日の回覧

　①「別府東ＲＣ祈願例会」出・欠席（８月３日）

　②「第３回クラブ協議会（公式訪問２週間前）」

　　出・欠席（８月17日）

　③「納涼ビアガーデン例会」出・欠席（８月24日）

　④別府市自衛隊協力会より会報誌「扇山」並びに

自衛隊家族会より防衛情報紙「おやばと」

■ ニコボックス 　　　　委員長　工藤　晴生

　荒金信治ガバナー補佐、TELありがとうござい

ます。荒金ガバナー補佐は１口上乗せして４口。

　神田　剛会員　明豊高校野球部の７回目の甲子

園出場が決まりました。別府大学前後援会長と

して大変うれしく思います。１口（10口と言いた

いところですが、野球部への支援金に贈ります）

　竹内孝夫会員　現在、断トツ最下位、我がヤク

ルトスワローズ、昨夜10対０をなんと逆転いた

しました。まあ、今後はないと思いますが。３口。



　長野年度クラブ管理運営委員長に任命された一力

です。

　ロータリー歴５年、職業分類は介護福祉サービス

です。

　それでは、クラブ管理運営委員会の就任あいさつ

を始めさせていただきます。

　まずクラブ管理運営委員会とは、何をする委員会

なのか。委員長の役割は…

（委員会の役割）

１．クラブの年次目標を促すような委員会目標を

立てる

２．例会や特別プログラムを企画する

３．会員とのコミュニケーションを図る

４．会員間の親睦を図るための行事や活動を企画

する

５．例会出席促進のため、幹事をサポートする

６．クラブを効果的に運営するためにあらゆる活動

を行う

　委員長として行うことは、会員が例会に、行事に

出席しやすくなるように、会長、幹事、出席委員長

と連携していきたいと思います。

　また、次期の40周年事業に向けての準備を、実行

委員長と連携して行っていく予定です。

　皆様宜しくお願いします。

　今年度より広報委員会から公共イメージ委員会と

変わりました。

　活動内容に付いては例年通りの事業内容となり

ますが、ロータリーの広報を、より広く地域社会に

対して理念、活動を理解して頂くことを目的とする

事が加わり公共イメージ委員会と改められました。

　各委員会と協力し、クラブの奉仕活動の内容を

多方面に広報し報道機関に日頃より積極的に広報

活動を行うと共に良い関係を構築することが大切と

考えられています。

　会員みなさまとクラブの協力をいただき取り組ん

で参りたいと思います。

　今年度出席委員長をさせていただきます後藤です。

よろしくお願いします。

　ロータリー歴１年、職業分類は信用金庫です。

　出席委員長ということで、私自身この１年間

100％出席しなければならないとプレッシャーを

感じているところですが「例会に出席する」ことが

なぜロータリアンの三大義務（１．会費を納入する。

２．例会に出席する。３．「ロータリーの友」を購入

する。）の１つになっているのか。「義務だ！ 規則

だ！」といわれると、入会して日の浅い方は自由が

奪われたような気になり、出席する気持ちが萎える

のではないかと思い、改めてロータリーは「どうして

出席にうるさいのか？」ということを調べてみま

した。

　これはロータリーに入る目的に「信頼し合う仲間

作り」ということがあり、出席しないということは、

自ら仲間作りの機会を放棄するという意味にとられ

てしまうということです。つまり出席しないとロー

タリーに入った意味がなくなってしまう（＝目的に

背いてしまう）ということで「例会への出席」が

義務の１つになっているということです。

　この義務感を解消する方法として「ゴルフが趣味

の人は雨が降っても槍が降ってもゴルフ場に行かれ

るでしょうし、釣りが趣味の人は前の日に夜更かし

クラブ管理運営委員会 

委員長　一　力　秀　次

公共イメージ委員会 

委員長　瑞　木　一　博

出 席 委 員 会 

委員長　後　藤　誠　一



しても早朝に起きて釣りに行かれるでしょう。ロー

タリーを趣味の域まで高めると、出席すること自体

が楽しいイベントになる。」ということです。皆様も

あなたの趣味はなんですかと尋ねられたら、ぜひ

「例会への出席！」とお答えいただければと思います。

　先週、第２回クラブ協議会が行われ、長野会長

より「今年度は出席率80％」を目標にするとの意向

がありました。前年度の出席率は概ね60％－70％、

高い時で80％でした。これからすると、今年度の

80％はかなり高いハードルですが、多くの皆さんに

出席していただき、長野会長を盛り上げていきたい

と思います。

　１年間、どうぞよろしくお願いします。

　親睦委員長の岡本信哉です。

　ロータリー歴は５年になり、職業分類はリネン

サプライ、主にホテルや旅館等のリネン業をして

おります。

　今回、親睦委員長を仰せつかりまして責任の重大

さに身が引き締まる思いです。

　前任の親睦委員長の沼田さんは、ユーモアを交え

ながら完璧な仕事ぶりで今の私では力が及ばない

部分もあるかと思いますが、全身全霊で勤めていく

覚悟でございます。

　また親睦委員の方々にもお手伝い願いながら、

楽しく有意義な任期を勤めたいと思っております。

　微力ながら今後の別府東ＲＣの為に力を尽くして

いきたいと思いますので、ご指導の程、宜しくお願い

申し上げます。

　本年度、ＳＡＡ委員長務めさせていただくことに

なりました、山下布美代でございます。

　（ＳＡＡ）とは元来「Sergeant-at-arms」、議会、

法廷などの衛視、守衛官を指すものでありました。

　のちにアメリカ議会に導入され、ロータリーにも

及んだと思われます。

　私自身、勉強不足でしたから、ＳＡＡの意味や

役割というものをまだ把握出来ておりませんでした。

　先輩方から“大事な役目ですよ”と云われ少し

調べましたところ、例会において、会場内の雰囲気

作りに務め、会長・幹事を支えながらスムーズな

進行が出来るよう監督する立場であるということ。

　又、ゲスト来訪時には好印象を与えられるよう

努力する。（会員全員でゲスト来訪や退出の際に

歓迎、歓待、歓送！）

　次に「四つのテスト」の唱和。

　私達が人として、平素から心に刻み込んでおかな

ければならない大事なフレーズでもあります。

　一つひとつの 言 の
こと

 葉 を大切に皆様の心の奥深くに
は

届けられるよう唱えてゆきたいとも思っております。

　ロータリーの原点を学び、会員同士の親睦を図る

上でも重要な役目であることを心に強く刻み、皆様

と共に別府東ＲＣの益々の発展に尽力してゆく所存

です。

　この１年間、どうぞ宜しくお願いいたします。

　本年度プログラム委員長を仰せつかりました沼田

です。ロータリー歴２年、職業分類は「電気器具

小売」です。

　プログラム委員長は、皆様の例会の内容を考える

大変重要な委員長だと考えています。

　７月前からも、長野会長、久保田幹事と月曜に

集まり会議を行っています。

　やはりロータリーの中心は毎週の例会だと思い

ます。

　皆さんに来て頂いて楽しかったと思って頂ける

ような例会内容を考えていきます。

　つきましては皆様にも、お知り合いで卓話が出来

る方などいらっしゃいましたら是非お知らせくだ

さい。

　１年間頑張って参ります。

　皆さんよろしくお願いいたします。

Ｓ Ａ Ａ 

委員長　山　下　布美代

プログラム委員会 

委員長　沼　田　守　生

親 睦 委 員 会 

委員長　岡　本　信　哉


