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■ 点　　鐘 　17時00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

■ ビジター　岩尾久一、仲摩和雄（大分）、財津公明、

大塚 茂、甲斐修二、八田 一、井上博隆、日名子

祐一、林 昭三（大分中央）、後藤謙治（別府）、

首藤 誠（別府北）、梅津圭二、大島由美子（別府

中央）

■ ス 

　 三  重  野  元  良 氏
み え の もと よし

（ＲＩ第2720地区大分第５グループガバナー補佐）

　 荒  金 　 信  治 氏
あら かね のぶ はる

（　　　〃　　　大分第３グループガバナー補佐）

■ 幹事報告 　　　　　幹事　久保田高史

１．本日は、10月５日例会を変更し当クラブのホスト

にて「大分第３グループＩＭ」を例会に代えて開催

します。

２．「近隣７ＲＣ親睦ソフトボール大会壮行会」開催

のお知らせ

　日　　時　平成29年10月20日18：30～

　場所・会費

　（日程調整の関係で、例会と別日になりました。

参加人数が確定次第、詳細をお知らせします。）

　＊受付の回覧用紙に出・欠席のチェックをお願い

します。

３．「新会員歓迎会」開催のおしらせ

　日　　時　平成29年10月26日18：30～

　場　　所　ホテルサンバリー「まるや」

委員長　後藤　誠一■ 出席報告

２名ゲ ス ト41名会員総数本

日

13名ビジター24名出 席 数

68.57％出 席 率11名欠 席 数

73.75％修正出席率67.65％前々回の出席率

1578回100％ 通算

岩瀬、樽谷、黒岩、西、檀上、

箕作

出席規定免除：

西村名 会 員 ：

■　メイクアップ

　事前　中村（大分南）

　事後（第1839回例会）

　　　　中村、羽田野（大分臨海）

■　欠　　席

安部、笠木、西（貴）、岡本、髙橋、梅津、渡

邉、瑞木、二宮、詫磨

 旭岳 鏡池よ旭岳　鏡池よりり

“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

－経済と地域社会の発展月間（米山月間）－



　会　　費　1,300円（食事費より2,700円補助）

　＊例会終了後、二宮秀行会員、詫磨康雄会員の

歓迎会となります。受付の回覧用紙に出・欠席

のチェックをお願いします。

４．例会変更のお知らせ

　中津中央ＲＣ：10月10日の例会は『定款第８条

第１節により　休会』

　津久見ＲＣ：10月10日の例会は『定款第８条

第１節により　休会』

　湯布院ＲＣ：10月11日の例会は『定款第８条

第１節により　休会』

　杵築ＲＣ：10月13日の例会は『定款第８条

第１節により　休会』

　大分ＲＣ：10月17日の例会は『新会員歓迎

夜の例会』の為、同日18：30～アリストンホテル

大分に時間・場所変更

　日出ＲＣ：10月17日の例会は『体力アップ

例会』の為、同日19：00～黒岩グランド（日出町）

に場所変更

　中津中央ＲＣ：10月17日の例会は『事務所

移転記念例会』の為、同日12：30～東九州龍谷

高等学校内に場所変更

　湯布院ＲＣ：10月18日の例会は『別府市近隣

７ＲＣ親睦ソフトボール大会』の為、10月22日

野口原ソフトボールグランドに開催日時・場所

変更

　別府ＲＣ：10月20日の例会は『職場例会』の

為、同日12：30～（場所未定）に場所変更

　大分南ＲＣ：10月20日の例会は『創立40周年

記念式典』の為、10月21日16：00～大分オア

シスタワーホテルに日時・場所変更

５．10月３日18：00～ホテルサンバリーアネックス

に於いて「第４回定例理事・役員会」を開催しま

した。紙面の関係で、次週の例会にて詳細のご報告

を致します。

６．10月５日19：00～別府市立青山中学校グランド

に於いて「別府ＲＣソフトボールチームとの練習

試合」を実施しました。

　参加者：長野勝行、加藤兼司、岡本信哉、久保田

高史、但馬 建、中塚茂次、山下唱徳、

工藤晴生、沼田守生 各会員　沼田会員

ご子息

７．次週（10月12日）の例会予定

　「別府東ＲＣ観月会」

　＊時間・場所を変更して、18：30～割烹旅館

「もみや」にて開催します。皆様、多数のご参加

をお願いします。

８．本日の回覧　　＊受付に「回覧用紙」を置いて

います。ご確認、ご記入お願いします。

　①「別府ＲＣチームとの練習試合」参加申込（10月

18日）　②「第34回別府市近隣ＲＣ親睦ソフトボール

大会・懇親会」出・欠席　③「ソフトボール大会

壮行会」出・欠席　④「新会員（二宮秀行・詫磨

康雄両会員）歓迎例会」出・欠席

９．本日の配布　①週報№ 1840

とき：2017年10月７日（土）　　ところ：ホテルサンバリーアネックス

ホスト：別府東ＲＣ
16：30～受付開始
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
司会　ＳＡＡ　山下布美代　プログラム　沼田守生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
17：00～【第一部】

点　　鐘　　大分第３グループガバナー補佐　荒金信治
国歌斉唱 「君が代」 ロータリーソング 「奉仕の理想」

ソングリーダー　尾方義顕
来賓・講師・参加クラブの紹介

別府東ＲＣ会長　長野勝行
ホストクラブ会長挨拶　別府東ＲＣ会長　長野勝行
新会員の紹介

別府・別府北・別府東・日出　各ＲＣ会長
基調講演「会員増強について」

大分第３グループガバナー補佐　荒金信治
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
18：00　　　　　　　休　　憩
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
18：10～【第二部】

パネルディスカッション「会員増強について」
・コーディネーター　　ＩＭ実行委員長　竹内孝夫
・パネリスト

別　府ＲＣ　三浦政人会長／北村秀敏会員

別府北ＲＣ　藤本修司会長／安部恭典会員
別府東ＲＣ　長野勝行会長／山下唱徳会員
日　出ＲＣ　本多和夫会長／上野浩伸会員

別府中央ＲＣ　佐々木久宜会長／土谷昌志会員
湯布院ＲＣ　江藤幸雄幹事／坂本光広会員

講評・感想　大分第３グループガバナー補佐　荒金信治
点　　鐘　　大分第３グループガバナー補佐　荒金信治
19：00　終　　了
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

移　　動
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
19：10～【第三部】

懇親会　　　 司会　羽田野　徹（別府東ＲＣ親睦）
開会の言葉　　　　　　別府北ＲＣ会長　藤本修司
ガバナー補佐挨拶

大分第３グループガバナー補佐　荒金信治
別府市内４ＲＣ代表会長挨拶

別　府ＲＣ会長　三浦政人
乾　　杯　　　　　　　日　出ＲＣ会長　本多和夫
余　　興（首藤健二郎ショー）
ロータリーソング　「手に手つないで」
閉会の言葉　　　　別府中央ＲＣ会長　佐々木久宜
21：00　閉　　会



　皆さん、こんにちは。

　本日のＩＭのホストクラブの

会長の長野でございます。どうぞ

よろしくお願い致します。

　本日は多くの皆様にお集まり

頂き、ありがとうございます。

心より感謝申し上げます。

　本年度のIMは、例年よりも

早い時期の開催となりました。昨年度は３月に開

催し、規定審議会の採択を受けて「定款・細則につ

いて」というテーマの元、開催されましたが、本年

度は会員増強をテーマに進めていきたいと思ってい

ます。

　会員増強には、２つの大きな効果があると思い

ます。

　まず１つ目は、クラブの活性化です。会員数が

多ければその分、多様性のある魅力あるクラブに

なっていくと思います。

　２つ目は、勧誘する会員の知識の研鑚です。勧誘

するためには、ロータリーの歴史や目的、魅力など

を伝えていかなければいけません。改めて、ロータ

リーを勉強する機会を作ることが出来る事も大きな

効果だと思います。

　今回は、荒金ガバナー補佐の基調講演に続きまし

て、新会員を対象にしたパネルディスカッションを

予定しています。新会員の方々が、ロータリーを

どのように感じているのかをお聞きしながら、今後

の会員増強の参考にして頂けばと思います。

　本日は、最後までよろしくお願い致します。

ホストクラブ会長挨拶
別府東RC会長　長 野 勝 行 氏

　こんにちは、ロータリー歴13年７か月。職業分類

は教育・大学です。

　まず、先日のガバナー訪問におかれましてはご苦

労様でした。ガバナーからは現実と未来への展望を

生き生きと語られていた第３グループの会長と幹事

さんの方々にお会いすることが出来、楽しい時間を

過ごすことが出来たことへの感謝の気持ちを伝えて

下さいと、その後お会いする度に語られていました。

ありがとうございました。

　また、今日はこの「ＩＭ」にＰＧ前岡志郎様、ＰＧ

玉ノ井溥明様を始め、数多くのＲＣの会員の皆様方

がご参加していただいていることに対して深く感謝

の意を申し上げます。ありがとうございます。また

今日は大分第５グループガバナー補佐の三重野元良

様のご臨席も頂きありがとうございます。

　今日は国際ロータリー第2720地区ガバナー永田

壮一様がご臨席される予定でありましたが、ガバ

ナーの公務とも重なり欠席されることに対して皆様

方によろしくお伝えして下さいとのお言葉を頂戴

しています。ご報告申し上げます。今日の課題の

「会員増強」についても、私の方からお話しして

ほしいとのご支持があり、代理としてお話しさせて

頂きますことを、お許しください。

　まず、会員増強における手立てについては、次の

パネルディスカッションにおいていると思います

ので、私はその結果に起きる問題点について感じた

ことをお話ししたいと思います。

【会員増がもたらすこと】

　まず、会員が増えるということに対しては良い

ことと思っています。しかし、その反動として起き

る数々の問題に対して直視しなければなりません。

そして、早く対処する必要を感じ、早く食い止める

努力が求められると思っています。それを放置して

いれば、必ず気が付いた時には会員の減少に転じて

いくことになるでしょう。

【会員減がもたらすこと】

　会員が減った時には結束を固め、会員が１つに

まとまるという行動を起こすことが出来れば、その

行動が逆に評価され、このクラブは素晴らしいと

いう評価に結び付き、その評価に自然と人は集まって

きます。集まってこない時は、その評価と結束の

状態に必ず問題があるからです。

　いつでもその後に、逆のことが待っているという

ことです。会員相互の結束が大切なことであり、１人

も会員の仲間を外さないということに務めなければ

なりません。人が、ある人の悪いことを語ったとして

もそのある人を助ける人の存在が必要になるのです。

【会費の問題】

　会費の問題は大切な要因でもあります。但し、

これは直接の問題ではありません。会費が問題と

いうことであれば、最初から入会は出来なかった

はずです。入会後も楽しければ、続くものです。これ

は個人の問題であり、個人の工夫により、何とか

解決できるものです。この問題は退会に直接つながる

ものではありません。個人の工夫と努力がなければ

退会へとつながっていくことでしょう。私でも13年間

会員を続けることが出来たのですからね。ただ現状

の変化は実質的に第一の原因となりますが、現状の

変化がない限り決して第一の原因とはなりません。

【しがらみ】

　このしがらみは会員増強に対しては大切なことで

あります。

　仕事上の上下関係か、付き合いによって、会員増

は望めますが、心から相手を認めることを繋ぎ続け

なければ、いつか関係に溝が入り、退会へと導いて

いくことになるでしょう。

　付き合いとしてのしがらみも大切なことですが、

それ以上に友情を深めていくことの維持が必要に

なるのは当然のことです。

基調講演「会員増強」について
大分第３グループガバナー補佐 荒 金 信 治 氏
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【１人ひとりがその責任を果たすこと】

　会員１人ひとりに責任の義務を果たすこと。会員

増強に対して、これは一番大切なことかもしれま

せん。１人の会員が１人の獲得に努めること。大変

なことですが、これが一番素晴らしいことであり、

１人の負担率も軽くなります。実施出来れば必ず倍

の数になる事を私は別府東ＲＣの会で学びました。

【結論】

　私は、この「会員増強」については、大変問題が

多く、難しいことだと思っています。そして、各

クラブがいつも真剣に討議され、実践と実行を伴って

いる案件でもあります。それは簡単に発表できない

こともあります。いい情報を得ることが出来れば、

各クラブがその情報を自分のクラブに持ち帰りたい

からであります。私も何度かその場所に遭遇した

ものでした。ガバナー補佐の立場とすれば「見ざる・

言わざる・聞かざる」の方針を貫いてまいりました。

　しかし、ここで言えることは第３グループに共有

する情報があれば、取り合うのではなく、分配できる

ものとして発展させることが出来るかであります。

勿論、かっこよすぎます。

　もう１つは会員同士の人格の尊重であります。

総ての人にいいところは沢山あります。そのいい

ところを見つめ、認め合うことにあります。

　もう１つはこの第３グループからガバナーを出す

ことをみんなで推し進めることです。誰とも言いま

せんがその適任者は沢山います。

　これからのパネルディスカッションにおいて各

クラブからどんなご意見が出されるかが楽しみです。

発表できないことも多いと思います。言えないこと

は言わなくてもいいのですが、どこまで発表者の

本音を聞くことが出来るかが楽しみです。まだまだ

述べたいことはいっぱいありますが、結論は友情

作りに至るかもしれません。

　終わりになりましたが、別府東ＲＣ長野勝行会長

をはじめ、会員の皆様、実行委員長の竹内孝夫様、

委員会の皆様方にお礼を申し上げます。

　短い時間でしたがご清聴ありがとうございました。

ＩＭ風景
第５グループガバナー補佐

三重野元良氏

パネルディスカッション風景

神田、杉本、幸、山下（布）、梅野、工藤（陽）、羽田野／加藤、桝田、一力、永嶋／尾方、後藤、石田、工藤（晴）、竹内、山下（唱）、沼田、久保田

湯布院ＲＣ日出ＲＣ

コーディネーター

竹内孝夫ＩＭ実行委員長

パネラー紹介：別府北、別府東、日出、別府中央、湯布院　各ＲＣ


