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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。

　先週の土曜日に別府ＲＣの65周年記念式典に参加

してきました。

　私と幹事は後輩の結婚式だったため、懇親会から

の参加でしたが、多くの方々の参列のもと華やかな

記念式典でした。

　当クラブも来年は創立40周年を迎えます。

　良い部分、悪い部分を参考にしながら、しっかり

とした式典が行えればよいかと思います。

　そして昨日は、ソフトボール大会の監督会議が

ありまして、岡本委員長に出席して頂きましたが、

組合せが決まりました。

　上々の組合わせですので、今年も優勝して２連覇

目指して頑張りましょう。

 

委員長　後藤　誠一■ 出席報告

０名ゲ ス ト41名会員総数本

日

０名ビジター26名出 席 数

78.79％出 席 率７名欠 席 数

80％修正出席率76.67％前々回の出席率

1578回100％ 通算

岩瀬、黒岩、杉本、幸、加藤、

西、檀上、箕作

出席規定免除：

西村名 会 員 ：

■　メイクアップ

　事前　瑞木（管理運営公共イメージセミナー）、

　　　　荒金（別府ＲＣ創立65周年式典）

　事後（第1836回例会）

　　　　但馬（別府北）

■　欠　　席

安部、笠木、髙橋、梅津、渡邉

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．「大分第３グループＩＭ」開催のお知らせ

　日　　程　平成29年10月７日16：30～受付開始

　場　　所　ホテルサンバリーアネックス３Ｆ

　内　　容　17：00～点鐘／18：10～パネルディス

カッション／19：10～懇親会

　テ ー マ　「会員増強について考える」

　基調講演　「会員増強に関する内容：予定」

ＲＩ第2720地区ガバナー　永田壮一氏

　登 録 料　2,000円（全員）

　懇 親 会　6,000円（希望者）

　※次週のクラブフォーラムにて、役割分担・詳細

をお知らせします。

２．「第34回別府市近隣７ＲＣ親睦ソフトボール大会」

開催のお知らせ

　日　　時　平成29年10月22日　　　＊少雨決行

　場　　所　野口原ソフトボールグランド

　　　　　　Ａ面・Ｂ面

　参加クラブ　杵築、別府、別府北、日出、

　　　　　　別府中央、湯布院、別府東　各ＲＣ

　ホ ス ト　別府北ロータリークラブ

　開 会 式　午前９時00分　Ｂ面グランド

　　　　　　（集合８時30分）

　試合時刻　午前９時30分（Ａ・Ｂグランド）

　懇 親 会　18時00分　ホテル白菊　会費7,000円

９：30～10：20

  Ａ面 別府中央－別府東　Ｂ１面 別府－杵築

10：30～11：20

  Ａ面 湯布院－別府北　　Ｂ２面 日出－Ｂ１敗者

昼食　60分

12：20～13：10

  Ａ面 別府中央－別府北　Ｂ３面 Ｂ１勝者－日出

13：20～14：10

  Ａ面 別府東－湯布院

14：20～

  Ａ面 ３位決定戦　　　　Ｂ面 決勝戦

３．第３回定例理事・役員会報告（平成29年９月７日

11：45～於杉乃井ホテル 10名出席）

　審議事項

　１号議案）2016－2017年度決算報告の件　＊承認

　２号議案）大分第３グループＩＭプログラム並び

に「パネルディスカッション」コ－ディネー

ター選出の件　＊竹内孝夫直前会長をコーディ

ネーターに選任承認。

　　日　程　平成29年10月７日（土曜日）

17：00～＊変更

　　場　所　ホテルサンバリーアネックス３Ｆ

　　登録料　2,000円　

　　＊全員登録　例会変更の為、徴収はありません

　　懇親会　6,000円　＊回覧にて参加者を募る

　３号議案）「別府東ＲＣ炉辺談話」開催の件

　　日　程　平成29年９月28日18：30～

　　場　所　ホテルサンバリーまるや

　　テーマ　「会員増強について」

　　会　費　＊例会食費より拠出の為、別途徴収は

ありません

氏　　名　二宮　秀行（にのみや　ひでゆき）

生年月日　昭和48年５月９日　44歳

事 業 所　合資会社愛媛屋　代表社員

　　　　　〒874-0920　別府市北浜１丁目15－11

　　　　　電話 23-1326　ＦＡＸ 24-5608

職業分類　不動産賃貸（Proprietary Renting）

所属委員会　親睦委員会

推 薦 者　長野勝行会長

氏　　名　詫磨　康雄（たくま　やすお）

生年月日　昭和48年６月13日　44歳

事 業 所　詫磨環境株式会社　役員

　　　　　〒874-0840　別府市鶴見1898－1

　　　　　電話 25-7396　ＦＡＸ 25-7363

職業分類　建設関連リサイクル製造業

　　　　　（Construction Materials Rela-

　　　　　tional Recycle Manufacture）

所属委員会　親睦委員会

推 薦 者　山下唱徳会員

長野、山下アドバイザーへ委嘱状



　４号議案）日母おぎゃー献金基金より「おぎゃー

献金募金」協力依頼の件　　　＊承認

　５号議案）「観月会」開催の件

　　日　時　平成29年10月12日18：30～

　　場　所　割烹旅館　もみや

　　会　費　10,000円

　６号議案）「新会員歓迎会」開催並びに例会変更

の件　＊承認

　　日　程　平成29年10月26日18：30～

　　場　所　ホテルサンバリーまるや

　７号議案）「第28回別府少年少女夏休み工作くふう

作品展」への後援依頼の件　　＊承認

　　開催期間　平成29年９月16日～18日（祝月）

　　展示場所　別府市総合体育館（べっぷアリーナ）

　　　　　　　10：00～17：00

　　表 彰 式　９月23日10：00～於別府市公会堂

　　　　　　　（旧中央公民館）

　　＊表彰式にて青少年奉仕委員長より「別府東

ロータリークラブ賞」贈呈

　報告・確認事項

　１）９月～10月例会予定の確認

　＜９月：基本的教育と識字率向上月間＞

　　９月７日「ソフトボール大会の歴史」12：30～

於杉乃井ホテル

　　　　14日「会員卓話」12：30～於ホテルサンバ

リーアネックス

　　　　21日「ⅠＭについてフォーラム」12：30～

於ホテルサンバリーアネックス

　　　　28日「炉辺談話（会員増強）」18：30～

　　　　　　　於ホテルサンバリーアネックス

　＜10月：経済と地域社会の月間（米山月間）＞

　　10月５日→「大分第３グループＩＭ」７日

　　　　　　　17：00～於サンバリーアネックス

　　　　12日「観月会」18：30～於割烹旅館もみや

　　　　19日「米山奨学生卓話」12：30～於ホテル

サンバリーアネックス

　　　　26日「新会員歓迎会」（予定）18：30～

　　　　　　　於ホテルサンバリーアネックス

　２）「ソフトボール壮行会」を例会と別日程にて

開催予定（親睦委員会）

４．９月８日13：00～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

されました。

　出席者：荒金信治ガバナー補佐、長野勝行会長、

　　　　　久保田高史幹事

５．９月９日16：00～両築別邸に於いて「別府

ロータリークラブ創立65周年記念式典」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、

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

６．９月1314：00～ホテル白菊２Ｆボードルーム

に於いて「第34回近隣７ＲＣ親睦ソフトボール

大会「監督会議」が開催され、岡本信哉親睦委員

長が出席されました。

７．本日、11：30～ホテルサンバリーアネックスに

於いて「ＩＭ実行委員会」を開催致しました。

　出席者：長野勝行、久保田高史、竹内孝夫、一力

秀次、桝田　浩、山下唱徳、神田 剛、

沼田守生　各会員

８．本日、12：00～ホテルサンバリーアネックスに

於いて「新会員のためのインフォメーション」を

開催しました。

　出席者：長野勝行会長、久保田高史幹事、樽谷

壽生会員選考委員長、山下唱徳会員増強

委員長、一力秀次次期会長、沼田守生

次期幹事

９．例会変更のお知らせ

　杵築ＲＣ：９月22日の例会は『定款第８条

第１節により　休会』

　大分1985ＲＣ：９月25日の例会は『クラブ内

研修会』の為、同日12：30～コンパルホールに

場所変更

　大分臨海ＲＣ：９月25日の例会は『新会員

歓迎例会』の為、同日18：30～（場所未定）に

時間・場所変更

　日出ＲＣ：９月26日の例会は『第32回日出

ＲＣ旗争奪少年野球大会』の為、９月24日

８：30～日出町営糸ケ浜グランドへ開催日時・

場所変更

　中津中央ＲＣ：９月26日の例会は『大田ＲＣ

歓迎夜例会』の為、９月21日18：30～グラン

プラザ中津ホテルに開催日時・場所変更

　くにさきＲＣ：９月27日の例会は『職場訪問

例会』の為、同日12：30～くにさき総合文化セン

ター舞台裏に場所変更

　宇佐ＲＣ：９月28日の例会は『観月例会』の

為、同日18：30～米沢観光園に時間・場所変更

　大分東ＲＣ：９月28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：９月29日の例会は『夜の親睦

例会』の為、同日18：30～（場所未定）に時間・

場所変更

10．次週（９月２１日）の例会予定

　「クラブフォーラム（大分第３グループＩＭについて）」

　※第３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。



　合資会社　愛媛屋　代表社員

二宮秀行です。よろしくお願い

します。

　当社は明治41年（1908年）ひい

おじいちゃんの二宮為作が油屋

熊八さん達と共に愛媛県から移住し、愛媛屋旅館

として創業しました。

　為作は別府初の移住者市議会議員としても活躍

していました。

　そして約40年前、父清行の時代に別府観光業の

衰退期に伴い賃貸業へと事業変換し今に至ります。

　当時賃貸業だけでは成り立たなかったので清行は

コスモレンタルというイベント会社を創り、その

利益を愛媛屋へ補填していました。

　そして８年前、事業継承の時に弟と僕で引き継ぎ、

愛媛屋を継いだ僕はなんとか黒字化に成功し、勉強

を続けながら経営しています。

　ロータリーに関しては、父が別府北ＲＣクラブの

会長だったのでずっと勧誘して頂いておりましたが、

この度長野会長を始めＪＣ時代からの仲の良い友人

が集まっている事もあり、この別府東ＲＣクラブへ

の入会を決めました。

　今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

　皆さんこんにちは。詫磨康雄

です、入会１日目です。

　別府東ＲＣに入会した経緯と

しては、今現在、他団体にも入会

しており大分市商工会議所議員、

産業廃棄物業界役員、各種団体の役員もしています

が、他のロータリーへの誘いは一切断っていました。

　入会の理由は別府青年会議所卒業生として、今年度

別府東ＲＣ長野会長が活躍している事を拝見し入会

しました。

　私の会社は産業廃棄物リサイクル業です。（ＲＣ

での職業分類は建設関連リサイクル製造業）その他

でもグループ会社として詫磨商事㈲、詫磨環境㈱、

詫磨運輸㈱、シェアコネクションの４社で構成して

います。

　詫磨環境㈱では、産業廃棄物リサイクルをして

おり、コンクリートから砂を製造し、処理している

廃棄物は、コンクリート、汚泥、鉱さい、アスファ

ルト、がれき類です。

　取引業者は沖縄から東京までの広範囲に及んで

事業展開しております。

　詫磨商事㈲では、砂利採集販売業をしており、

県内全般の生コン工場、左官業者、管工事業者など

建設業、土木工事業者に販売しております。工場は

大分市米良工場、豊後大野工場などがあります。

　詫磨運輸㈱はグループ全体の運搬を主にしてい

ます。

　シェアコネクションは、グループに問い合わされ

た相談案件を業者同士シェアさせることが目的で

設立しました。

　自己紹介ですが、生まれてすぐに母親が他界し

父親と二人で、幼少のころは祖父祖母など一緒に

生活していましたが、自営業が中心で365日仕事の

話などしかしたこともなく、中学生のころには会社

でお手伝い程度の事を始め今に至っています。

　今では、長男が20歳になっており後継者育成に

努め、自己研鑽として人間力の勉強などをしてい

ます。

　特に今は中村天風、安岡正篤などの本を読んで

います。

　ＲＣのみんなのためになるかどうかを重きに置き

頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。

11．本日の回覧

　①「別府東ＲＣ炉辺談話」出・欠席（９月28日）

　②「大分第３グループＩＭ」出・欠席（10月７日）

　　＊10月５日を変更

　③「観月会」出・欠席（10月12日）

　④ソフトボールユニフォーム背番号確認リスト

　⑤ハイライトよねやま　vol.210

　⑥宇佐ＲＣ週報

12．本日の配布

　①週報№ 1837 

■ お い 

　夫人誕生日　神田　昌子さん（９月14日）

　　　　＊ご自宅にお花とお菓子をお届けします。

■ ニコボックス 　　　　委員長　工藤　晴生

　久保田高史幹事　たくちゃん、ニノ、入会おめ

でとう。48会の友として長野会長４口、山下会員

３口、工藤（晴）会員２口、久保田幹事１口で

お願いします。

　久保田幹事、尾方会員、紙面に掲載できない

内容のため、割愛させていただきます。各１口

 会 員　二　宮　秀　行

 会 員　詫　磨　康　雄


