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■ 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

 

■ 会長の時間 　　　　　会長　長野　勝行

　皆さん、こんにちは。連日、暑い日が続いていま

すが、体調は如何でしょうか？

　世の中は、明日の祝日からお盆休みに入る企業が

多いと思います。

　会員皆様の多くもそのような状況だと思いますが、

観光業の会員は、逆に明日からが忙しくなると思い

ますので、くれぐれも健康に留意されて忙しい時期

を乗り切って頂きたいと思います。

　さて、先日は、新会員候補者２名を24日のビア

ガーデン例会へ誘う事ができました。

　増強は今年度の重点目標でもありますので、特に

力を入れていきたいと思います。

　先週、お話ししましたが、夜例会での入会率が

極めて高いので、山下増強委員長も声掛けしていま

すが、皆様も１人でも多くの新会員候補者にお声掛

けをお願い致します。

■ 出席報告

０名ゲ ス ト39名会員総数本

日

０名ビジター17名出 席 数

56.67％出 席 率13名欠 席 数

84.85％修正出席率81.82％前々回の出席率

1578回100％ 通算

岩瀬、樽谷、黒岩、杉本、幸、

神田、西、檀上、箕作

出席規定免除：

西村名 誉 会 員 ：

■　メイクアップ

　事前　荒金（別府中央）

　事後（第1831回例会）　但馬（別府中央）

■　欠　　席

安部、後藤、石田、笠木、工藤（晴）、工藤（陽）、

桝田、西（貴）、髙橋、但馬、梅津、山下（唱）
一面のキスゲ 尾瀬湿一面のキスゲ　尾瀬湿原原

“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

－会員増強・新クラブ結成推進月間－



■ 幹事報告 　　　　　幹事　久保田高史

１．ＲＩ第2720地区「別府ロータリークラブ創立65

周年記念式典・祝賀会」開催のお知らせ

　日　　時　平成29年９月９日15：30～受付開始

　　　　　　16：00～17：00記念式典（点鐘）

　　　　　　17：10～18：10記念講演

　　　　　　18：30～20：40祝賀会

　記念講演　モンテ・カセム氏（学校法人立命館　

評議員、立命館大学国際平和ミュージ

アム館長　立命館大学・立命館アジア

太平洋大学　名誉教授）

　記念事業　「地区補助金プロジェクト／スリランカ

の子供たちへの教育及び育成支援」

　場　　所　両築別邸

　　　　　　（別府市観海寺３　26-0022）

　登 録 料　会員 12,000円　夫人 8,000円

　※本日例会より、回覧致します。登録希望の方は

ご記入をお願いします。

２．第２回定例理事・役員会報告　（平成29年８月

３日13：40～於火男火売神社　14名出席）

　審議事項

　１号議案）「別府東ＲＣ中長期計画委員会」立ち

上げの件　＊中長期計画委員長に竹内孝夫直前

会長を選任

　２号議案）「大分第３グループＩＭ」開催並びに

実行委員会立ち上げの件

　　日　程　平成29年10月７日12：00～16：00

　　場　所　ホテルサンバリーアネックス

　　ホスト　別府東ＲＣ

　　＊「別府東ＲＣ中長期計画委員会」を「ＩＭ実行

委員会」とする。

　３号議案）別府東ＲＣ中長期計画委員会「第１回

委員会」開催の件

　　日　程　平成29年８月10日13：40～例会終了後

　　場　所　ホテルサンバリーアネックス例会場

　４号議案）地区ガバナーより九州北部豪雨義援金

協力依頼の件　＊過去の寄付状況を参考に会員

１人 2,000円を承認

　５号議案）クラブ慶弔規定により岩瀬公男会員へ

入院お見舞い支給の件　＊承認

　６号議案）ＲＩ第2720地区永田壮一ガバナー公式

訪問例会並びに懇親会開催の件

　　日　時　平成29年８月29日18：00～

　　　　　　18：00～例会／19：00～写真撮影

　　　　　　19：30～懇親会

　　場　所　別府湾ロイヤルホテル（日出ＲＣホスト）

　　登録料　2,000円（例会：全員登録）

　　　　　　懇親会　7,000円

　　＊８月31日を変更して開催承認。回覧にて懇親

会参加者を募る。

　７号議案）米山奨学生卓話派遣依頼の件　＊謝礼・

交通費不要。ニコボックス・ビジター費免除

　　日　時　平成29年10月19日12：30～

　　場　所　ホテルサンバリーアネックス

　　卓話者　 金 
キム

  庸  性 くん　韓国籍／別府大学・国際
キョン ソン

経営学科（日出ＲＣホスト）

　８号議案）地区内、他クラブより「創立記念式典

開催」案内の件

　　＊当クラブ次年度「40周年式典」開催を鑑み、

大分県内クラブへの登録を承認

　　①大分南ＲＣ創立40周年記念式典

　　　日　時　平成29年10月21日

　　　　　　　13：30～記念講演

　　　　　　　15：00～記念式典／17：00～祝賀会

　　　場　所　大分オアシスタワーホテル

　　②「阿蘇ＲＣ創立50周年記念式典及び記念ゴルフ

大会」

　　　日　時　平成29年11月11日

　　　　　　　10：30～式典／11：45～記念講演

　　　　　　　13：00～祝宴

　　　場　所　阿蘇リゾートグランヴィリオホテル

　　　記念講演　沙也可 ～阿蘇一族海を渡る～

作家　津留今朝寿氏

　　　登録料　会員 10,000円　同伴 8,000円

　９号議案）例会変更の件

　　別府東ＲＣ炉辺談話」開催の件　＊第１回は

「会員増強」をテーマに開催承認

　　　日　程　平成29年９月28日18：30～

　　　場　所　ホテルサンバリーアネックス（予定）

　報告・確認事項

　８月～９月例会予定の確認

　【８月：会員増強・拡大月間】

　８月３日「祈願例会」12：30～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」

　　　　　　於サンバリー

　　　17日「第３回クラブ協議会（公式訪問２週間

前）」於サンバリー

　　　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日に変更  18：00～於別府湾ロイ

ヤルホテル

      　　「永田壮一ガバナー公式訪問６ＲＣ合同

例会」

　【９月：基本的教育と識字率向上月間】

　９月７日「未定」12：30～於杉乃井ホテル

　　　14日「未定」12：30～於サンバリー

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。



　　　21日「ⅠＭについてフォーラム」12：30～

　　　　　　於サンバリー

　　　28日「炉辺談話（会員増強について）」

　　　　　　18：30～於サンバリー

　その他「女子野球オール大分ガールズへ助成」

願いの件　＊市内4ＲＣ会長幹事会へ

   

３．８月４日10：00～別府市内ＲＣ合同事務局に

於いて「別府市内４ＲＣ会長・幹事会」が開催

され、長野勝行会長、荒金信治Ｇ補佐が出席され

ました。

４．第４回臨時理事・役員会報告（平成29年８月８日

＜持ち回り＞）

　審議事項

　１号議案）別府市軟式野球連盟からの「女子野球

オール大分ガールズへ助成」願いの件

　　＊１口 20,000円の希望助成額の協力を承認

　２号議案）「別府ＲＣ創立65周年記念式典・祝賀

会」開催案内の件

　　日　時　平成29年９月９日15：30受付開始

　　　　　　16：00～記念式典／17：10～記念講演

　　　　　　18：30～祝賀会

　　場　所　両築別邸

　　登録料　会員 12,000円

　　＊８／10例会より回覧にて希望登録者を募る

５．2017－2018年度前期会費納入金（７月７日付

請求）の納入期日が過ぎました。ご失念の方は、

至急納入方、お願い致します。

６．例会変更のお知らせ

　別府中央ＲＣ：８月22日の例会は、例会場の

都合により同日12：30～焼肉春香苑に場所変更

７．本日は、例会終了後「別府東ＲＣ中長期計画

委員会」を開催します。委員の方は、このまま例会

場にお残り下さい。

８．次週（８月17日）の例会予定

　「第３回クラブ協議会」

　　12：30～於ホテルサンバリーアネックス

　　＊委員長で欠席される方は、代理者をお知らせ

ください。

９．本日の回覧

　①ロータリーの友８月号　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「ガバナー公式訪問６ＲＣ合同例会」出・欠席

（８月29日）　⑤「別府ＲＣ創立65周年記念式典・

祝賀会」登録申込み（９月９日）　⑥竹田、豊後高田

各ＲＣ週報　⑦別府市自衛隊協力会より「楽器

貸与式中止並びに貸与楽器、演奏実績報告」

10．本日の配布

　①週報№ 1832　②週報№ 1827

■ お い 

　皆　　勤　西　　謙二会員（７月29日＝35年）

■ ニコボックス 　　　　委員長　工藤　晴生

　久保田高史幹事　クラブ週報紙面に掲載できない

内容のため、詳細は割愛させていただきました。

沼田会員、尾方会員、１口ずつ。

　別府市内ＲＣ合同事務局は、８月14日（月）は閉鎖

致しますのでお知らせします。緊急の場合は、

久保田高史幹事（090-1085-7273）にご連絡くだ

さい。

　 　皆さま、こんにちは。本年度、職業奉仕委員長の

工藤恵美です。ロータリー歴は５年５ヶ月、職業

分類は料飲業です。今年の地区の目標は「職業奉仕

とはなんだ !!」を討議していきます。

　10月22日の午後１時から４時30分、ホルトホー

ル大分で永田壮一ガバナーを講師に迎えて、

　　１．基本理念の意味を学びます

　　２．３部門合同フォーラムの実施

　３部門とは職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕です。

職業奉仕委員会 

委員長　工　藤　恵　美



　当日、グループ討議とパネルディスカッションを

行いますので、たくさんの参加をよろしくお願い

いたします。クラブ内では１月に職場例会を予定し

ていますので、ぜひご協力くださいませ !! それと、

会員企業のＰＲを例会時に実施いたしますので、

積極的に申し出てくださいね !! １年間、楽しく、

そして身になる長野年度になるように努力いたしま

す。どうぞよろしくお願いします。地区役員のメン

バーは、四つのテストが仕事に活かせているのか？

と言ってらっしゃる方もいますので、今年はぜひ

４つの項目を学んでいきましょう !!

　10月22日は近隣７ＲＣ親睦ソフトボール大会が同日

開催となっています。ソフトボールに参加されない

方は、ぜひセミナーへの出席をお願いいたします。

　本年度、国際奉仕委員長を仰せつかりました、

中塚茂次です。ロータリー歴９年、職業分類は

「コーヒー関連商品製造」です。

　国際奉仕は、昨年度に韓国の釜山釜星ＲＣとの交

流を解除することになり、現在は台北の「台北昇陽

扶輪社」と前年度、竹内年度の６月に再調印を締結

し、さらにクラブ間交流を発展させることを確認し

合いました。今後の交流についても長野会長と桝田

前委員長とも相談しながら、どのような交流を企画

し、更なる発展を模索し実行したいと思います。来年

の６月には台北昇陽扶輪社の社長交代の式典に招待

されることは確実ですので、多くの会員の皆様の

ご参加をお願いし、委員長就任挨拶といたします。

　１年間よろしくお願いいたします。

（欠席のため、挨拶のみ掲載）

　今年度、青少年奉仕委員長を仰せつかりました

石田啓三と申します。ロータリー歴は４年、職業

分類は造園業です。

　今年度の活動計画はまず、別府平和園の支援活動

です。これは先方の希望を聞いて行いたいと思い

ます。地区からの補助金も承認を頂いていますので、

会長・幹事共にご挨拶にあがり要望をお聞きしたい

と思います。

　次に、昨年まで関わりのありました光の園でござ

います。ガーデン設置後のバーベキューをした時に

子供たちがとても素直で、優秀な子も多いと思い

ました。

　出来れば人材不足の時に私共会員の事業所でも

縁が結べないかなと感じました。少なくとも私共の

事業所にブラックはいませんし、たとえハンディが

ある子供でも素晴らしい感性があります。

　ぜひとも子供達と会員事業所をつなぐ職場訪問や

短期受入やアルバイト等で交流を持てる事業が出来

ないかと感じています。

　若い力のある子供は宝物です。会員皆様の思いで

育ててみませんか !!

　以上が青少年奉仕委員会の活動主旨です。

　１年間、ご協力宜しくお願いします。

　本年度、ニコボックス委員長を拝命いたしました

工藤晴生です。ロータリー歴は７ヶ月、職業分類は

葬儀業です。

　本年度のニコボックスの活動計画としまして、

皆様からお預かりいたしました拠出金を特別会計

として扱い、基本的には対外奉仕等に捻出させて

頂くことを目的として、会員やご家族、事業所等で

慶祝があった際に自主的に申告頂けるような雰囲気

づくりを図りながら、ユーモアを交え楽しい例会の

一助になるよう創意工夫することで、気持ち良く

申告頂けるよう努力して参ります。

　また、会員の方々のお祝い事等を事前に情報収集

し、こちらからご提案できるよう常にアンテナを

伸ばし、喜んで頂きながら皆様から拠出頂けるよう

努力いたします。

　まだ入会７ヵ月の私が、このような大役を引き

受けて多少不安な部分もございますが、諸先輩方に

ご指導頂きながら長野会長に迷惑をおかけしない

よう肝に銘じて尽力していきたいと思いますので、

この１年間、どうぞよろしくお願い申し上げます。

国際奉仕委員会 

委員長　中　塚　茂　次

ニコボックス委員会 

委員長　工　藤　晴　生

青少年奉仕委員会 

委員長　石　田　啓　三


