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■ 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　片山 勇（2720JapanO.K.ロータリー

Eクラブ）、斉藤美信（別府北）

 

■ 会長の時間 　　　　　会長　長野　勝行

　皆さん、こんにちは。

　お盆明けの例会となりましたが、皆様はどんな

お盆を過ごされたでしょうか？

　ゆっくり過ごされた方、仕事で忙しかった方、

様々だと思いますが、私は初盆のお参りに行かせて

頂いた他は、夏風邪でダウンしていました。

　夏風邪は長引くと言いますが、正に実感した夏

でした。

　さて、13日には甲子園で明豊高校が県勢として

６年ぶりに勝利しました。

　終盤まで見応えのある素晴らしい試合だったと

思います。

　そして、15日は終戦記念日でした。

　今年で終戦から72年が経ち、私たちの親世代も

戦後生まれという方が多くなってきています。

　戦争の事を直接聞く機会が減っている事を実感

します。毎年、この日に平和について考えるよい

機会だと思います。

委員長　後藤　誠一■ 出席報告

０名ゲ ス ト39名会員総数本

日

２名ビジター22名出 席 数

66.67％出 席 率11名欠 席 数

78.13％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、幸、西、檀上出席規定免除：

西村名 会 員 ：

■　メイクアップ

　事前　荒金（日出）

■　欠　　席

安部、羽田野、一力、笠木、工藤（晴）、西（貴）、

髙橋、但馬、梅津、渡邉茜色の沼 尾瀬の茜色の沼　尾瀬の朝朝

“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．本日は、例会に引き続き「第３回（ガバナー

公式訪問２週間前）クラブ協議会」を開催致し

ます。

２．８月10日13：40～ホテルサンバリーアネッ

クスに於いて「第１回別府東ＲＣ中長期計画委員

会」を開催致しました。

　　出席者：長野勝行、竹内孝夫、一力秀次、加藤

兼司、瑞木一博、沼田守生、久保田

高史 各会員

３．例会変更のお知らせ

　別府中央ＲＣ：８月29日

　別府北ＲＣ：８月30日

　湯布院ＲＣ：８月30日

　別府ＲＣ：９月１日

　　の例会は『永田壮一ガバナー公式訪問６ＲＣ

合同例会』の為、８月29日18：00～別府湾ロイ

ヤルホテルに開催日時・場所変更

　※尚、『大分第３グループ合同例会』の為、サイン

でのＭＵ受付はできません

　くにさきＲＣ：８月30日の例会は『ガバナー

公式訪問杵築・くにさき合同例会』の為、９月

１日12：30～ホテルベイグランド国東に開催

日変更

　宇佐ＲＣ：８月31日の例会は『ガバナー公式

訪問例会』の為、同日18：30～宇佐ホテルリバー

サイドに時間・場所変更

４．次週（８月24日）の例会予定

　　「納涼ビアガーデン例会」

　　　18：30～於サンバリー屋上ビアガーデン

　　※例会も屋上ビアガーデンの会場で開催します。

浴衣着または、軽装でお越しください。

　　　尚、ホテルサンバリーアネックスさんのご好意

により「浴衣」を準備していただけます。

　　　ホテルで着替えられてからのご参加も可能

です。是非、多数のご参加をお願いします。

５．本日の回覧

　①「納涼ビアガーデン例会」出・欠席（８月24日）

　②「ガバナー公式訪問６ＲＣ合同例会・懇親会」

出・欠席（８月29日）

　③「別府ＲＣ創立65周年記念式典・祝賀会」登録申

込み（９月９日）

　④ハイライトよねやま209

■ お い 

　会員誕生日　渡邉　一郎会員（８月23日）

■ ニコボックス 　　　　委員長　工藤　晴生

　2720ＪａｐａｎＯ.Ｋ.ロータリーＥクラブ副会長 片山 勇氏

　　本日はメークアップで参加させて頂いています、

片山です。職業分類はセキュリティ、会員歴22年

目です。５月より発足しました2720JapanO.K.-

ロータリーEクラブに移籍し、現在56名、29歳～

87歳、女性会員10名で活動しています。詳しく

はロータリーの友、及びガバナー月信 ８月号

に掲載して頂いています。例会はウェブサイト

で24時間メイクアップ可能です。訪問をお待ち

しています。（多額のニコボックスを頂きました）

　箕作昭宣会員　母の初盆に籠盛り、供花お参り、

皆様大変ありがとうございました。１０口

　髙橋　郁会員　父の初盆へ多くの方にお参り

いただきまして誠にありがとうございました。

お陰様で無事に終えることができました。本日

の例会に出席できずに申し訳ありません。書面

にてお礼させていただきます。５口

　沼田守生会員　週報に残せない内容のため割愛

します。１口
















とき：平成29年８月17日（木）　　ところ：ホテルサンバリーアネックス

クラブ協議会風景

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。



 クラブ管理運営委員会クラブ管理運営委員会　　　　　　　　　　　   

１．会員相互の理解を深め、親睦委員会を始め各

委員会と連携してクラブが円滑に活力のでる参加

しやすい活動を企画する。

２．職業分類・会員増強、会員選考、公共イメージ

の各委員会と連携して会員増強に努めるとともに

新会員の教育を実施する。

３．正副ＳＡＡをはじめ、各委員会と協議して魅力

ある例会作りを目指す。

４．ニコボックス委員会の下、自主申告しやすい

雰囲気を作り、会長、幹事と共にニコボックスの

使い方を考える。

５．40周年事業を考え、会長・幹事・実行委員長と

共に成功のための準備を行う。

６．楽しく明るい魅力あるクラブ創りに徹します。
　

 Ｓ・Ａ・ＡＳ・Ａ・Ａ　　 　　　　　 　　　　　　　　　 

１．来訪者及びゲストに好印象を与えるよう配慮

する。

２．「四つのテスト」の唱和を継続する。

３．私語、遅刻、早退の抑制につとめる。
　

 出席委員会　　　　　　　　　　　　　　　　

１．ホームクラブ出席の協力を求める。

２．例会に欠席した時はメイクアップを確実にする

よう奨励する。

３．ホームクラブ出席率向上に各会員で努力する。

４．各種公式行事への積極的参加。声を掛け合う。
　

 ニコボックス委員会ニコボックス委員会　　　 　　　 　　　　　　  

１．会員やご家族、事業所等で慶祝があった際に

自主申告していただけるよう奨励する。

２．ニコボックス拠出金は、基本的に特別会計とし

て対外奉仕に使う為、全員に平等に出していただ

くよう途中経過をみながら声をかけて工夫する。

３．本年度より特別会計処理として「ニコボックス

専用口座」を開設します。

４．ユーモアを交えて楽しい例会づくりに協力する。
　

 プログラム委員会　　　　  　　　　　　　　 

１．各委員会と打合せ、年間プログラムを作成・

遂行する。

２．会員卓話・外部卓話を組み合わせて、楽しく

有意義な例会となる様にする。

３．他クラブとの合同例会を計画・実施する。
　　

 親睦委員会親睦委員会　　　　　　　  　　　　　　　　　 

　会員相互の親睦を深め、ホームクラブでの例会

出席率が向上するよう努める。

１．各委員会と協力して楽しく有意義な例会運営を

こころがけ、出席率向上に努める。

２．レクレーション等を企画・運営し、会員相互の

親睦を深めるよう努める。

　（レクレーションの案は今後の委員会で企画し、

理事会に上程）

３．各種親睦大会への参加を呼びかけ積極的に取り

組む。

４．姉妹クラブとの交流支援を行う。

 2017－2018年度 委員会活動計画 

 第３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
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　　　　公共イメージ委員会　　　　委員長　　　瑞木一博
　　　　　　　　　　　　　　代理（中塚茂次）　　　　　Ｒ情報・雑誌・ＩＴ広報　〃　　　　瑞木一博
　　Ｓ Ａ Ａ　　　　　　〃　　　　山下布美代　　　奉仕プロジェクト委員会　　　〃　　　　桝田　浩
　　出　　席　　　　　　〃　　　　後藤誠一　　　　　　 奉 仕 　　　　　　 〃　　　　工藤恵美
ニコボックス委員会　　　〃　　　　工藤晴生　　　　　　 会 奉 仕 　　　　　　 〃　　　　桝田　浩
　　　　　　　　　　　　　　代理（尾方義顕）　　　　　ブライダル推進　　　　　〃　　　　但馬　建
　　プログラム　　　　　〃　　　　沼田守生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代理（尾方義顕）
　　親睦委員会　　　　　〃　　　　岡本信哉　　　　　　青少年奉仕　　　　　　 〃　　　　石田啓三
　　ソングリーダー　　　〃　　　　西　貴之　　　　　　 奉 仕 　　　　　　 〃　　　　中塚茂次
会員増強委員会　　　　　〃　　　　山下唱徳　　　　ロータリー財団委員会　　　　〃　　　　神田　剛
　　職業分類・会員増強　〃　　　　山下唱徳　　　　　　米山奨学委員会　　　　　〃　　　　髙橋　郁
　　会員選考　　　　　　〃　　　　樽谷壽生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代理（久保田高史）
　　　　　　　　　　　　　　代理（山下唱徳）
　
入会３年未満会員（紹介）　渡邉一郎、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　　　　　　会　長　　　長野勝行



 ソングリーダー　　　　　  　　　　　　　　 

　会員相互の親睦を深め、ホームクラブでの出席率

向上を目指し、楽しく有意義な例会作りに協力する。

　各週毎に決まった「ロータリーソング」を歌って

親睦をはかる。

　　　第１週目　奉仕の理想

　　　第２週目　我等の生業

　　　第３週目　それでこそロータリー

　　　第４週目　手に手つないで

　　　第５週目　Ｒ－Ｏ－Ｔ－Ａ－Ｒ－Ｙ
　

 会員増強委員会（職業分類・会員増強・会員選考会員増強委員会（職業分類・会員増強・会員選考））

１．会員一人一人に増強に対する意識を高めてもらう。

２．今年度の会員増強目標数　10名
　

 職業分類・会員増強委員会  　　　　　　　　 

　上記「会員増強委員会」の目標を踏まえ、会員

選考委員会の協力を得て未充填分類を確認し、新

分類表を作成する。
　

 会員選考委員会　　 　　　 　　　　　　　　 

１．理事会より選考を要請された被推薦者について、

クラブ会員としての適性について検討する。

２．職業分類・会員増強委員会との連携を深める。

３．会員選考に関し、必要な会議を開く。
　

 公共イメージ委員会公共イメージ委員会（（ITIT広報・Ｒ情報・会報・雑広報・Ｒ情報・会報・雑誌誌））  

１．例会の際にロータリー情報を提供する。

２．「ロータリーの友」の見どころや特集記事を紹介

すると共に奉仕活動の実践内容を投稿する。

３．「ガバナー月信」のデジタル化によりクラブの

ホームページから直接閲覧できるので各自に閲覧

を勧める。

４．クラブ内広報　　　 週報を発行する

５．外部広報

　 ホームページを有効活用したタイムリーな

広報、リアルタイムな記事更新

　 他のクラブへホームページの案内を行う

　 新聞・テレビを活用した広報。

　 地区「公共イメージ」の指導内容を取入れ外部

広報を強化する。

６．E会議やEセミナーの実施を2720地区に要望

する。
　

 ＩＴ広報・ロータリー情報・会報・雑誌委員会　 

　（ＩＴ広報・会報・雑誌）

　　　「公共イメージ委員会」に同じ

　（ロータリー情報）

　　　入会前の新会員候補者へインフォメーション

実施 

　
奉仕プロジェクトの各委員会活動への支援と協力
　

 職業奉仕委員会職業奉仕委員会　　　　　  　　　　　　　　　 

１．職業奉仕月間（１月）に職場例会を実施する。

２．児童福祉施設卒業生にお祝いを贈る。（光の園／

別府平和園）

３．前年度に引き続き例会時に会員企業のＰＲ実施

を強化する。
　

 社会奉仕委員会社会奉仕委員会　　　　　  　　　　　　　　　 

１．地区補助金を活用した児童福祉施設への支援事業

　「別府平和園へ花壇の造園と樹木の植樹」実施

　８／３付申請承認

２．社会奉仕支援ランチの実施

３．社会福祉施設への支援
　

 ブライダル推進委員会　 　　　　　　　　　　 

　前年度からの引継ぎ事業となっている「婚活パー

ティ」の計画
　

 青少年奉仕委員会青少年奉仕委員会　　 　　 　　　　　　　　　 

１．別府平和園への協力と支援

　　（地区補助金を活用した社会奉仕プロジェクト

への協力を含む）

２．児童福祉施設等の交流

３．児童福祉施設等への就活支援
　

 国際奉仕委員会国際奉仕委員会　　 　　　 　　　　　　　　　 

１．台北昇陽扶輪社との交流を図る。

２．別府東ＲＣ企画の海外訪問への助成。
　

 ロータリー財団委員会ロータリー財団委員会　　  　　　　　　　　　 

（方　　針）

　　会員の財団に対する理解と認識を深めると共に、

継続的財政援助を依頼し、募金活動をすすめる。

（計　　画）

　１．「毎年あなたも100ドルを」の年次寄付募集

　２．「100万ドルの食事」実施

　　　（２ドル×会員数×前期・後期各１回）

　３．ロータリー財団月間（11月）に啓発活動に

なる卓話を行い、財団への理解を深める。
　

 米山奨学委員会米山奨学委員会　　 　　　　　　 　　　　　　  

１．米山功労者、準米山功労者の募集

２．米山月間（10月）に米山奨学生　金庸性くんの

卓話実施

３．米山奨学普通寄付

2,500円×会員数×２回（前期・後期）　　

４．米山ランチ実施

 300円×会員数×２回（前期・後期）　　

奉仕プロジェクト委員奉仕プロジェクト委員会会
　　〔職業奉仕・社会奉仕・ブライダル推進〔職業奉仕・社会奉仕・ブライダル推進・・

青少年奉仕・国際奉仕　　  青少年奉仕・国際奉仕〕〕


