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■ 会長の時間 　　　　　会長　長野　勝行

　皆さん、こんにちは。

　本日は、２年ぶりに別府市長にお越し頂いて卓話

を行って頂きます。

　前回は夜例会だったので懇親がメインでしたが、

本日は卓話の時間を使ってゆっくりとお話しを聞か

せて頂きたいと思います。

　さて、トランプ大統領がアジアを歴訪中ですが、

主な議題は北朝鮮への対応です。

　日本、韓国、中国の微妙なスタンスの違いが見え

ていますが、軍事力の行使だけは避けて頂きたいと

思います。

　８月には戦争の語り部のお話しをしましたが、

我々のような戦争を知らない若い世代も関心を持っ

ていくべきだと改めて思います。

　話は変わりますが、先日、台湾に行って参りま

した。

　昇陽ＲＣのメンバーにも会う機会があり、すでに

来年の会長交代式の日にちも決まっているようで

した。 

委員長　後藤　誠一■ 出席報告

１名ゲ ス ト41名会員総数本

日

０名ビジター25名出 席 数

67.57％出 席 率12名欠 席 数

69.44％修正出席率69.44％前々回の出席率

1578回100％ 通算

黒岩、西、檀上、箕作出席規定免除：

西村名 誉 会 員 ：

■　欠　　席

安部、石田、笠木、工藤（晴）、中塚、西（貴）、

二宮、但馬、詫磨、梅津、渡邉、山下（唱）

■ 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

■ ゲ ス ト

　 長  野 　 恭  紘 氏（別府市長）
なが の やす ひろ

秋景 由布院秋景　由布院駅駅

“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

－ロータリー財団月間－



■ 幹事報告 　　　　　幹事　久保田高史

１．「ＲＩ第2720地区ブライダル婚活パーティー」

開催のお知らせ

　日　　時　平成29年12月23日10：00～17：00

　　　　　　第１部 10：00～13：00（受付９：30）

　　　　　　第２部 14：00～17：00（受付13：30）

　場　　所　the bridge ブリッジ（大分市中央町

　　　　　　３－３－19　097-532-6656）

　募集人数　１部・２部とも40名：独身男女 各20名

　対象年齢　25～40歳位

　募集締切　12月13日

　参加料金　3,000円　＊参加費の一部は子ども食堂

へ寄付させていただきます。

　＊各事業所の従業員様のご紹介と「結婚応援宣言」

登録へのご協力をお願いします。

２．本日、11：30～ホテルサンバリーアネックスに

於いて「指名委員会」を開催しました。

　出席者：長野勝行、一力秀次、竹内孝夫、加藤

兼司、瑞木一博、桝田 浩、神田 剛 各会員

３．第５回定例理事・役員会報告（平成29年11月

２日11：45～於杉乃井ホテル 12名出席）

　審議事項

　１号議案）髙山泰四郎ＧＥより2018－2019年度

地区委員長・委員　推薦依頼の件

　　（推薦期限11月15日）＊人選は会長一任にて３名

程推薦を検討。

　２号議案）11月（第５週）例会変更の件

　　日　　時　平成29年11月30日18：30～

　　場　　所　ホテルサンバリーアネックス

　　内　　容　「炉辺談話（ロータリーについて）」

瑞木一博Ｒ情報委員長

　　会　　費　1,300円（食事費2,700円補助）

　３号議案）職業奉仕委員会より「職場例会」開催

の件

　　日　　時　平成29年12月14日 12：30～

　　場　　所　別府市美術館　＊百膳1,620円弁当、

お礼に茶郎菓子手配承認。

　　卓　　話　別府市美術館館長　西村駿一氏

　　　　　　　（名誉会員）

　４号議案）ＲＩ第2720地区職業奉仕第２回セミナー

　　（大分）開催案内の件

　　日　　時　平成29年12月10日 13：00～

　　場　　所　ホルトホール大分

　５号議案）「忘年会」開催の件

　　日　　時　平成29年12月21日 18：30～例会

　　　　　　　終了後　忘年会

　　場　　所　ホテルサンバリーアネックス

　　会　　費　10,000円　＊12,000円の料金で注文

　　　（夜食費 2,700円のうち 2,000円を会費補助、

　　　540円を奉仕活動積立）

　６号議案）「新年家族会」開催の件

　　日　　時　平成30年１月11日 18：30～例会

　　　　　　　終了後　家族会

　　場　　所　ホテルサンバリーアネックス

　　会　　費　会員 10,000円　　ご夫人 5,000円

　　　　　　　家族  3,000円　＊欠席者 5,000円

　７号議案）「第35回全国ＲＣ野球大会（親睦大会）」

参加の件

　　大会期日　平成30年５月以降

　　試合球場　阪神甲子園球場

　　申込締切　平成30年１月31日

＊２拍３日の親睦旅行企画の承認

　報告・確認事項

　①日出ＲＣより「永田壮一ガバナー公式訪問合同

例会収支報告」の件

　②親睦委員会主催「大相撲九州場所観戦旅行」

参加者９名確定の件

　　日　　時　平成29年11月24日

　　場　　所　福岡国際センター、陸奥部屋

　③地区補助金プロジェクト「別府平和園へ花壇の

造園と樹木の植樹」実施の件

　　＊プロジェクト実施後、４月末までに専用口座

解約、「報告書」提出完了

　④11月以降　例会予定の確認

　　11月：ロータリー財団月間

　　11月２日「ロータリー財団について」

神田 剛Ｒ財団委員長

　　　　　　　12：30～杉乃井ホテル

　　　　９日「マインドセットを変える」

別府市長　長野恭紘氏

　　　　　　　12：30～サンバリー

　　　　16日「ゲスト卓話」

明豊高等学校野球部監督　川崎絢平氏

　　　　　　　12：30～サンバリー

　　　　23日「法定休日（勤労感謝の日）休会」

　　　　30日「炉辺談話（ロータリーについて）」

瑞木一博Ｒ情報委員長

　　　　　　　18：30～サンバリー

　　12月：疾病予防と治療月間

　　12月７日「年次総会」12：30～杉乃井ホテル

　　　　14日「職場例会」12：30～別府市美術館

　　　　21日「忘 年 会」18：30～

　　　　　　　ホテルサンバリーアネックス

　　　　28日「定款８条第１節休会」

　　１月：職業奉仕月間

　　１月４日「定款８条第１節休会」

　　　　11日「新年家族会」18：30～

　　　　　　　ホテルサンバリーアネックス

　　　　18日「年男年頭所感」12：30～

　　　　　　　ホテルサンバリーアネックス

　　　　25日「会員卓話」12：30～

　　　　　　　ホテルサンバリーアネックス

４．次週11月16日例会終了後13：40～「臨時理事・

役員会」を開催します。関係の方は、ご出席を

お願い致します。

５．例会変更のお知らせ

　別府ＲＣ：11月17日の例会は『第３回クラブ

全員協議会』の為、同日18：30～両築別邸に

時間変更

　大分臨海ＲＣ：11月20日の例会は『新会員歓迎



例会』の為、18：30～（場所未定）に時間・場所

変更

　竹田ＲＣ：11月21日の例会は「竹楽」開催

（17・18・19日）の為『休会』

　大分ＲＣ：11月21日の例会は、定款第８条

第１節に基づき『休会』

　くにさきＲＣ：11月22日の例会は『文珠仙寺

秋季大祭ボランティア』の為、11月25日文珠

仙寺秋季大祭会場に開催日・場所（時間未定）

変更

　大分南ＲＣ：11月24日の例会は、定款第８条

第１節に基づき『休会』

　別府ＲＣ：11月24日の例会は『シニアとの

夕べ』の為、同日18：30～両築別邸に時間変更

６．次週（11月16日）の例会予定

　「甲子園出場　野球部監督ゲスト卓話」

明豊高等学校野球部監督　川崎絢平氏

　※第３週例会の為、12：30～ホテルサンバリー

アネックスで開催します。

７．本日の回覧　①11月16日 例会 出・欠席　②

11月30日 例会 出・欠席　③「年次総会」出・欠席

（12月７日）　④「職場例会」出・欠席（12月14日

）　⑤杵築ＲＣ週報

８．本日の配布　①週報№ 1845　②「ＲＩ第2720地区

ブライダル婚活パーティー」パンフレット　③大分

県OITAえんむす部「結婚応援宣言」登録申込書

■ お い 

　夫人誕生日　高橋　昌代さん（11月12日）

　結婚記念日　安部　　勇会員（11月10日）

　　　　＊ご自宅に特選豊後牛肉をお届けします。

　皆　　　勤　渡邉　一郎会員（11月５日＝２年）

■ ニコボックス 　　　副委員長　尾方　義顕

　長野勝行会長　本日、例会終了後に市長を囲ん

で集合写真を撮影しますので、帰らずに残って

下さい。３口

　荒金信治会員　長野別府市長、今日はありがと

うございます。別府市美術館の再開、ありがとう

ございました。別府市美展、無事に終了いたし

ました。1700名近い入場者があり、大盛況で

した。ありがとうございました。５口

　杉本邦弘会員　11月3日 文化の日、サンバリー

アネックスに於いて、別府市 平成29年度 功労

表彰式が行われ「公共福祉の増進に寄与され、

その功績は多大であります」として公共福祉

部門で功労表彰を受けました。長野市長、あり

がとうございました。皆様に感謝します。同じ

保護司の神田さん、桝田さん、ありがとう。

　・食事会の席で長野市長が「クラブ会長の兄貴の

こと、よろしく頼みます」と云っていました。

良き兄弟ですネ。男兄弟がうらやましい。私の

受彰と、長野兄弟の今後ますますの活躍を祈念し

２０口ニコボックスをします。

　神田　剛会員　杉本さんが11月３日 文化の日、

保護司として別府市より表彰されました。おめ

でとうございます。２口

　竹内孝夫会員　プロ野球も福岡ソフトバンクの

日本一で終わりました。我がヤクルトスワロー

ズ、90敗もする。セ・リーグ断トツ最下位。来季

に期待と今季の反省に３口。

別府東ＲＣ長野会長、長野別府市長ご兄弟を囲んで



マインドセットとは？

　ものの見方や考え方。暗黙の了解や無意識の思い

込み、陥りやすい思考回路。

　人生をつくる頭の癖

　例えば…東京ではできるけど別府ではできない、

など

　湯～園地計画が目指したものは？→地方創生

別府の俯瞰した現在の立ち位置は？

・良いものを良いものとしてそのまま発信する→

　本来の位置に戻す→誰にでもできる

・良いものをさらに良く見せる→付加価値を高める

（ブランディング）→腕の見せ所

なぜ観光客を呼ぶことが大切か

・すべては市民のために、が最終目的

・人口減少社会をどう切盛りしていくか

・ニワトリが先か卵が先か→財政再建と投資のバ

ランス、新たな財源も

財政状況

・ここ10年間で市税収入は10億円減少している

・基金がＨ31年には危険水域（標準財政規模）

・公共施設の適正な管理

公民連携、民間活力による事業展開（ＰＦＩ,ＰＰＰ）

・税の配分→企画立案能力、マネジメント能力の時代

・誰でもできない地域経営力が試される

☆東洋のブルーラグーン構想　砂湯延伸計画

　→稼げる事業

☆給食センター建て替え　☆亀川住宅建て替え

☆図書館→必要だがこのままでは不可能

稼ぐ装置　Ｂ－ｂｉｚ Ｌｉｎｋ

・株式会社　別府市として

・産業連携部門とDMO

・行政の信頼性と企業のスピード感、連動性を活か

した組織

☆空き家対策→売買、観光、移住、定住、起業・創業

・将来的には…観光のシリコンバレー

・留学生特区

最後に…

楽しんで学べる教育よりも、気がついたら学んで

いるような『娯楽』を与えたい

－ ウォルト・ディズニー －

　別府市長 　長　野　恭　紘 氏


