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■ 点　　鐘 　12時30分

■ ロータリーソング 　君が代・奉仕の理想

■ 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。

　先週の６ＲＣ合同例会には、多くの皆様のご参加

を頂きありがとうございました。

　その翌日には、ガバナーとの懇談会もあり、一力

副会長、久保田幹事と共に１時間程度、懇談をしま

した。

　その中で、当クラブがホストを務める10月７日

に開催されるＩＭについても打合せをさせて頂き

ました。

　期日も迫っておりますので、早々に細部の詰めを

行っていきたいと思います。

　21日の例会でＩＭについてのフォーラムも予定し

ていますので、そこで、最終確認もしていきたいと

思います。

　９月に入って、朝晩は涼しくなってきています

ので、日中との寒暖差で、風邪などひかないように

体調管理をしっかりされて下さい。

委員長　後藤　誠一■ 出席報告

０名ゲ ス ト39名会員総数本

日

０名ビジター20名出 席 数

62.5％出 席 率12名欠 席 数

90.91％修正出席率72.73％前々回の出席率

1578回100％ 通算

岩瀬、黒岩、杉本、幸、西、

檀上、箕作

出席規定免除：

西村名 会 員 ：

■　メイクアップ

　事前　荒金（管理運営・公共イメージセミナー）

　事後（第1835回例会）

　　　　渡邉（別府北）、羽田野、中塚、但馬（別

府中央）、沼田（管理運営・公共イメージ

セミナー）

■　欠　　席

安部、羽田野、渡邉、笠木、但馬、桝田、西、

中塚、髙橋、山下（唱）、梅津

コスモスと由布コスモスと由布岳岳

“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

－基本的教育と識字率向上月間－



■ 幹事報告 　　　　　幹事　久保田高史

１．ＲＩ第2720地区大分南ＲＣ創立40周年記念式典

開催のお知らせ

　日　　時　平成29年10月21日

　　　　　　14：20～記念講演　16：00～記念式典

　　　　　　17：00～祝賀会

　場　　所　大分オアシスタワーホテル

　記念講演　「これまでの道程～大分を離れて33年。

　　　　　　今思うこと（仮称）」

　　　　　　　㈱ヒト・コミュニケーションズ

代表取締役社長　安井豊明氏

　登 録 料　10,000円

　＊来る次年度の当クラブ創立40周年記念式典開催

に鑑み、当クラブから２名登録します。

　　詳細・追加登録希望の方は、幹事または事務局

までお申し出ください

２．ＲＩ第2720地区阿蘇ＲＣ創立50周年記念式典

及び記念ゴルフ大会開催のお知らせ

　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

　＊記念ゴルフ大会11月12日８：00スタート同

ホテルゴルフ場にて開催

　＊詳細・登録申込みは、幹事または事務局まで

お申し出ください

３．第６回臨時理事・役員会報告（平成29年９月４日

＜持ち回り＞）

　審議事項

　１号議案）新会員候補者２名について今後のスケ

ジュール確認と承認。

　　　詫磨康雄氏　詫磨環境㈱　役員

　　　二宮秀行氏　愛媛屋　代表役員

　　＜インフォメーション＞

　　　９月14日12：00～於サンバリーアネックス

　　＜入会式＞

　　　９月14日12：30～於サンバリーアネックス

　　９月14日付　会員総数41名

４．８月29日19：00～別府湾ロイヤルホテルに

於いて「永田壮一ガバナーとの６ＲＣ合同懇親会」

が開催されました。参加いただいた皆様、ご協力

ありがとうございました。

　出席者：荒金信治Ｇ補佐、長野勝行会長、久保田

高史幹事、安部 勇、後藤誠一、羽田野 徹、

一力秀次、石田啓三、神田 剛、工藤恵美、

工藤晴生、工藤陽一、桝田 浩、中塚茂次、

中村忠孝、沼田守生、尾方義顕、杉本

邦弘、竹内孝夫、梅野 保、渡邉一郎、

山下布美代、瑞木一博 各会員

５．８月30日13：00～ホテル白菊に於いて「永田

壮一ガバナーとの懇談会」が開催され、大分第３

グループガバナー補佐として荒金信治会員が同席

されました。

　出席者：長野勝行会長、久保田高史幹事、一力

秀次次期会長

６．９月２日13：00～ホルトホール大分に於いて

「管理運営・公共イメージ・会員増強合同セミナー」

が開催されました。

　出席者：荒金信治ガバナー補佐、長野勝行会長、

瑞木一博公共イメージ委員長、山下布美代

ＳＡＡ（一力クラブ管理代理）、沼田守生プ

ログラム（山下会員増強代理） 各委員長

７． 本日、11：45～杉乃井ホテルに於いて「第３回

定例理事・役員会」を開催致しました。

８．例会変更のお知らせ

　くにさきＲＣ：９月13日の例会は『夜例会』

の為、同日18：30～ホテルベイグランド国東に

時間変更

　大分中央ＲＣ：９月19日の例会は『月見例会』

の為、同日18：00～大分オアシスタワーホテル

に時間変更

　中津平成ＲＣ：９月21日の例会は『観月例会』

の為、同日18：30～瑠璃京（中津市島田仲）に

時間・場所変更

　大分ＲＣ：９月19日の例会は『定款第８条第

１節により　休会』

　津久見ＲＣ：９月19日の例会は『定款第８条

第１節により　休会』

　日出ＲＣ：９月19日の例会は『定款第８条第

１節により　休会』

　中津中央ＲＣ：９月19日の例会は『定款第８条

第１節により　休会』

　くにさきＲＣ：９月20日の例会は『定款第８

条第１節により　休会』

　湯布院ＲＣ：９月20日の例会は『定款第８条

第１節により　休会』

　大分東ＲＣ：９月21日の例会は『定款第８条

第１節により　休会』

【別府ロータリークラブ創立65周年記念式典】
　

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

　　　　　（別府市観海寺３　26-0022）

＊荒金信治Ｇ補佐、長野勝行会長、久保田高史

幹事、一力秀次次期会長、杉本邦弘、桝田

浩、竹内孝夫、石田啓三 各会員のご出席を

お願いします。

　

【第34回近隣７ＲＣ親睦
ソフトボール大会「監督会議」】

　
日　　時　平成29年９月13日14：00～

場　　所　ホテル白菊・本館２Ｆ「ボードルーム」

出 席 者　クラブ会長、監督、親睦委員長ほか

　　　　　関係者

＊長野勝行会長、加藤兼司監督、岡本信哉親睦

委員長の出席をお願いします。



　大分南ＲＣ：９月22日の例会は『定款第８条

第１節により　休会』

９．次週（９月14日）の例会予定

　　「会員卓話」

　　※第２週例会の為、ホテルサンバリーアネックス

での開催です。

　　　お間違えのない様にご注意ください。

10．本日の回覧　①ガバナー月信　Vol.３　②（公）

米山梅吉記念館より「館報2017 秋号」　③「別府東

ＲＣ炉辺談話」出・欠席（９月28日）　④「大分第

３グループＩＭ」出・欠席（10月７日）＊10月

５日を変更　⑤「観月会」出・欠席（10月12日）

　⑥（公）自衛隊家族会より防衛情報紙「おやばと」

11． 本日の配布　①ロータリーの友 ９月号　②ク

ラブ現況及び活動計画書 Vol.39　③週報№ 1835

④週報№ 1836　⑤2016－2017年度 週報綴り

■ お い 

　会員誕生日　荒金　信治会員　（９月７日）

■ ニコボックス 　　　　委員長　工藤　晴生

　久保田高史幹事　昨日開催いたしましたカマ

ヤン送別会に際しまして、先輩方、急なお誘い

にもかかわらずこころよくお返事をいただいて

ご参加いただき、ありがとうございます。また

竹内会員にはご無理をきいていただき、無事に

開催できたことに感謝いたします。長野会長

３口、工藤会員２口、久保田幹事１口。

　一力秀次会員　昨日、アサヒビールのかまやん

の送別会でした。かまやんはロータリーの準

会員として台湾に２回も行ってくれました。

一緒に台湾に行った人は栄転祝いに２口ずつ

お願いします。竹内、梅野、一力、中塚、桝田

長野、久保田、尾方、工藤 各会員２口。あと、

かまやんさんが台湾に行く原因をお作りになっ

た沼田会員には特別ドタキャン税として３口

お願いします。

　ロータリアンの皆様、暑い日が続いていますが

いかがお過ごしでしょうか。今年の夏は東西で天候

が分かれているようです。東京は17日連続の降雨で、

最高気温が25度以下という冷夏になっていますが、

こちら西側は連日猛暑が続いています。皆さんも

体調管理に十分留意され暑い晩夏を乗り切っていた

だきたいと思います。

　さて、９月は「基本的教育と識字率の向上月間」

（Basic Education and Literacy Month）となって

います。教育白書（2016）で見てみますと、2009～

2014で15歳から24歳の若者たちの中で、アフリカ男性

で識字率76％、女性で66％となっています。人口で

見てみますと、16歳以上の人口のうち７億8100万人

（その内女性が60％）は読み書きができないという

ことになります。また、世界全体で見ても男性識字率

93％、女性識字率89％です。そして、世界で5700万人

の未就学児童がいるそうです。識字率の低下は

「貧困」を生み、「紛争」を起こし、「衛生状態」を悪化

させます。ロータリーが目指す「世界理解・親善・

平和」の構築を達成するために、どうしても「識字

率」を向上させなければなりません。

　これに対し国際ロータリーは人道的支援に６つの

重点分野を設けて取り組んでいます。その一つが

「基本的教育と識字率向上」です。全世界の子供が

初等教育を受けられるようにするには、後170万人

の教師が必要とされています。そのためには、ロー

タリーは教師向けの研修や教室備品を提供したり、

貧しい地域でカリキュラム作成のための研修を提供

する職業研修チーム（VTT）を派遣するなどの教師

を養成するプログラムを展開する必要があります。

また、未就学児童を就学させるためには授業や課外

活動でボランティアとして生徒たちを指導したり、

廉価な教科書や絵本などを利用して就学前の識字率

を向上させるプログラムを行う必要があり、地元の

児童・生徒たちへ生活指導を直接行うなど息の長い

活動が必要となります。

　また、成人の識字率を向上させることも重要です。

成人の識字率を向上させることで、生まれてくる

子供への教育が可能となるからです。そのために、

成人向けの識字プログラムを開発することも必要で、

ロータリーは「言語能力助長プログラム」を支援

しなければなりません。これにより、児童・生徒・

成人の全体的な識字率向上が見込まれます。また、

ロータリアンが直接介入できる場合、給食システム

や学校の給水設備・衛生設備を同時に改善するプロ

グラムを構築し（重点分野：水と衛生）児童・生徒

が安心して通学できる環境を整えてやることも必要

となります。

　具体的な例を挙げますと、タイで行ったロータ

リー識字率向上プログラムがあります。このプログ

ラムでは学校での退学者が激減し、その結果タイ政府

によってタイ国内すべての学校でこのプログラムが

採用されたそうです。また、トルコでは、インター

アクトクラブ、ローターアクトクラブ、ロータリー

クラブが一緒になって地元自治体と協力し、低所得

地域での移動式図書館プログラムを実施しました。

ボリビアのロータリークラブは、就労前の女子教育

の重要性に対する認識を高めるためのプロジェクト

を実施し地域社会に貢献しています。

　こうした、地域や団体を取り込んだ様々なロータ

リーの活動は多くの共感と賛同を得ていますが、

それでも尚、非識字撲滅には至っていないのが現実

のようです。これからのロータリーが益々、地域社

会・国際社会に貢献できるよう多くのプロジェクト

を考案し実施することが必要となっています。それ

により、ロータリーの公共イメージは向上し、クラブ

や地区が活性化し、私たちロータリークラブとその

周辺地域に「変化をもたらす」ことができるのでは

ないでしょうか。

 2017－18年度ガバナー　永 田 壮 一 氏

 国際ロータリー第2720地区 

「ガバナー月信 ９月号」より　



　ソフトボール監督 　加　藤　兼　司 会員

　第34回別府市近隣ソフトボール大会が10月22日に

行われますが、あと１ヵ月半になりました。

　我クラブも今日から練習を始める予定になって

いますがこの大会の意義、エピソードについて若干

お話をさせて頂きます。

　第１回大会は昭和59年に始まりました。

　当時、別府市内に３クラブありましたが、ガバ

ナー公式訪問も別々でしたし、何か親睦になるよう

な合同企画はないかという事で、このソフトボール

大会が発足いたしました。

　別府北ＲＣが非常に積極的で今は故人になられた

小口健一さん達が音頭をとって開催されました。

　この頃の別府ＲＣは老年齢者が多く、エントリー

をパス、杵築ＲＣが入って３クラブのリーグ戦と

いう形で野口原グラウンドで実施され、別府東ＲＣ

が見事優勝しました。

　ソフトボールについて話をするには塩津義雄さん

の事を抜きにしては語れません。

　別府東ＲＣの初代監督で、元プロ野球選手でした。

　鹿児島商業高校を卒業後、当時の大毎オリオンズ

に入団しました。

　ちなみに巨人軍の長嶋さんとプロ同期だったそう

です。

　ルーキーの年、オープン戦で阪神の村山 実さん

からホームランを打ち、これが首脳陣の目に止まり、

一軍選手になったそうです。

　何のスポーツでもそうですが、プロと名が付くと

一挙手一投足にレベルが全然違います。

　キャッチボールひとつとっても球の伸びがすごく、

容易に取れませんでした。

　ロータリークラブのソフトボールレベルでは、

いかんともし難く、打てばホームランの連続だった

そうで、以降クレームが付いて塩津さんは試合に

出なくなりました。

　当時のチームを振り返ると黒木ＰＧの弟さんで

黒木健正さんがいました。

　もともとバレーボールの選手だったのですが、

野球、ゴルフと達者でした。

　田中義弘さんもいました。

　この人は児玉病院の事務長で、長距離バッター

でした。

　古城盛夫さんもいました。

　彼は元巨人軍の岡崎選手の叔父さんで、やはり

当たるとホームランでした。

　この他にも西会員、神田会員、行部会員等がいて

非常に強いチームでした。

　忘れてはならないのが樽谷さんです。

　動きの速い三塁手で堅実なプレーヤーでした。

　長い間、私と１，２番を組んでいました。

　第１回大会は我チームの圧勝。

　その後４，５，10，11回と優勝しましたが次第に

年齢層が高くなり、優勝出来なくなりました。

　10回大会からは元会長の長野善行会員が参加。

　皆様もご承知のように、彼も当たればホームラン

というバッターでした。

　長野勝行会長もすごいバッターですが、お父さん

も本当にすごかったんです。

　甲子園に野球で行ったメンバーは覚えているで

しょう。

　甲子園で外野フェンス直撃の３塁打は目を見張る

ものでした。

　その後、別府北ＲＣ、別府ＲＣと徐々に強くなり

我クラブは優勝から遠のいたのですが、25回大会 

野田昭太朗会長時代、29回大会 桝田 浩会長の時に

優勝し、そして去年、竹内孝夫会長年度に優勝。

　過去８回の優勝を数えます。

　やはりソフトボールは何と言っても投手。

　負けていたときは、打てど打てど逆転される形

でしたが、去年、岡本信哉君がピッチャーをして

ひとり立ちし見事に優勝し、そして彼はMVPを

獲得しました。

　長い33年の歴史の中で参加チームも別府中央ＲＣ、

日出ＲＣ、湯布院ＲＣが加わり一時は大分空港ＲＣ

も参加しました。

　懐かしい思い出です。

　思い出と言えば杵築高校で試合があった第10回

大会でのことだったと思いますが、うちのクラブに

梶原康生君がいました。

　彼も素晴らしいホームランバッターでしたが、第１

打席でホームランを打った時、打球音とは別にベキッ

という音がしてその場に倒れ込んでしまいました。

　何とアキレス腱を切ってしまったのです。

　恥ずかしながら私も一昨年準備運動中に肉離れ

をするし、昨年は椎間板ヘルニアをやってしまい

ました。

　今年は皆で十分に練習し、十分に体を動かし、

全員で明るく楽しくソフトボールをして、昨年の

表彰式で豪語した10連覇を達成する所存です。

　応援、お願いします。


