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■ 出席報告　　　　　　委員長　後藤　誠一

本
　
　
日

会員総数 41 名 ゲ ス ト ０名

出 席 数 28 名 ビジター 12 名

欠 席 数 ７名 出 席 率 80％

前々回の出席率 67.57％ 修正出席率 75.68％

100％ 通算 1578 回

出席規定免除(a)： 荒金

出席規定免除(b)： 岩瀬、黒岩、杉本、西、箕作

名  誉  会  員 ： 西村

■　メイクアップ

事前　但馬（大分 1985）　　　

事後（第 1846 回例会）

　　　但馬、中塚、石田（別府）

■　欠　　席

　安部、石田、笠木、西、岡本、渡邉

■　点　　鐘 　18時30分

■　ロータリーソング 　君が代・手と手つないで

■　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 　江原和裕、仲摩和雄（大分）、小田

精政（大分臨海）、日名子祐一、大塚 茂、財津

玄明、藤田千克由、甲斐元啓（大分中央）、榎 豊和、

小野久美香（別府）、大島由美子、前田哲矢（別府

中央）

■ 会長の時間 　　　　　　　会長　長野　勝行

　皆さん、こんばんは。

　先週の 23 日は法定休日で例会は休会でしたが、

24 日に大相撲九州場所の観戦旅行に行って参りま

した。

　８名の参加でしたが、とても楽しいひと時を過ご

させて頂きました。恒例の陸奥部屋のちゃんこも

とても美味しく頂く事ができました。

　席の確保から色々と段取りをして頂いた桝田会員

には、改めて感謝申し上げます。

　さて、大相撲と言えば、横綱日馬富士が暴行事件

の責任を取る形で引退を表明しました。暴行を肯定

するつもりはありませんが、ここまで、問題が大き

くなる前に解決が出来なかったかと思います。まだ

まだ活躍できる横綱だと思うとこの引退は残念で

なりません。

　各界の今後の体制の立て直しにも注視していき

たいと思います。



■ 幹事報告　　　　　　　　　幹事　久保田高史

１． ロータリー適用相場変更のお知らせ

　　12月１日よりロータリーのすべての振り込みに

対する適用相場が、下記とおり変更となります

のでお知らせ致します。

　　１ドル 112 円（現行 114 円）

２．第７回臨時理事・役員会報告（平成29年11月

16日 13：40 ～於ホテルサンバリーアネックス　

11名出席）

審議事項

１号議案）「2017－2018年度大分第３グループ

ＩＭ」決算報告の件

＊残高の一部をべっぷクリスマス花火ファンタ

ジアへ寄付し、次年度ＩＭへ繰越承認。

２号議案）クラブ慶弔規定慶事祝金より「会員

誕生日お祝い」実施の件

　　　岩瀬公男会員　誕生日 Ｓ12. 1. 2　現在80才

　　　荒金信治会員　誕生日 Ｓ22. 9. 7　現在70才

　　　※年内の例会にて「お祝い」企画を実施する。

　　　杉本邦弘会員　誕生日 Ｓ16. 4.17　77才 

　　　後藤誠一会員　誕生日 Ｓ33. 3.25　60才

　　　※該当する例会にて「お祝い」実施

３号議案）例会場看板設置の件　＊昨年度理事会

承認を得ていた範囲で設置する。

３．11月21日 18：30～伊太利亜食堂に於いて「別府

市内４ＲＣ会長・幹事会」が開催され、長野勝行

会長、久保田高史幹事が出席致しました。

４．11月24日13：00～集合・出発にて福岡国際

センターへ向かい「大相撲九州場所」を観戦し

終了後は、陸奥部屋に移動して「別府東ＲＣ懇親

会」を開催しました。

　参加者：長野勝行、一力秀次、加藤兼司、桝田 浩、

西 貴之、二宮秀行、沼田守生、久保田

高史 各会員

５． 例会変更のお知らせ

別府中央ＲＣ：12月５日の例会は『日本語

ボランティア例会』の為、同日12：25～立命館

アジア太平洋大学に時間・場所変更

日出ＲＣ：12月５日の例会は『職場例会』の

為、同日19：00～花精に場所変更

くにさきＲＣ：12月６日の例会は『忘年夜例

会』の為、同日19：00～（場所未定）に時間・

場所変更

大分ＲＣ：12月12日の例会は『クリスマス

家族例会』の為、同日18：30～ホテル日航大分

オアシスタワー 21Ｆに時間・場所変更

別府北ＲＣ：12月13日の例会は『年次総会・

忘年会』の為、同日18：00～ホテルサンバリー

アネックスに時間・場所変更

湯布院ＲＣ：12月13日の例会は『家族忘年例

会』の為、同日18：30～（場所未定）に変更

大分東ＲＣ：12月14日の例会は『クリスマス

例会』の為、12月15日18：30～うみたまごに

時間・場所変更

大分南ＲＣ：12月15日の例会は『クリスマス

家族例会』の為、同日18：30～ホテルザーズに

時間・場所変更

６．次週は、11：45～杉乃井ホテル華館・喫茶アゼ

リアに於いて「第６回定例理事・役員会」を開催

致します。理事・役員の方は、ご出席を宜しく

お願い致します。

７．次週は、13：30～杉乃井ホテルに於いて「第４回

中長期計画委員会」を開催致します。関係の方は、

例会場にお残りください。

８．次週（12月 7 日）の例会予定

　　「年次総会」

※第１週例会の為、12：30～杉乃井ホテルにて

開催します。

９． 本日の回覧　

　①「年次総会」出・欠席（12月７日）

　②「職場例会」出・欠席（12月14日）

　③「忘年会」出・欠席　（12月21日）

　④「新年家族会」出・欠席（１月11日）

10． 本日の配布

　①週報№ 1847

■ お 祝 い

　夫人誕生日　山下　久恵さん（12月１日）

　　　　　　　竹内　千春さん（12月２日）

　　　　＊ご自宅にお花とお菓子をお届けします。

　皆　　　勤　笠木　隆弘会員（11月22日＝10年）

■ ニコボックス　　　　　　委員長　工藤　晴生

桝田 浩会員　一力副会長、大相撲九州場所観戦

おつかれさまでした。夜の懇親も白熱されたよう

で、次年度会長としてあるまじき行為があったと

お聞きしております。襟を正して頑張ってほし















いと思うので５口。駐車券を無くしてご迷惑を

おかけした沼田会員は３口。

中塚茂次会員、昨日の今日新聞に翔青高校の

女生徒さんにはさまれて掲載されたようです。

職場体験で企業とのコラボで商品開発した記事

です。良い事をしたのでたったの２口ですが

お願いします。

工藤晴生ニコボックス委員長　スナックめぐみ、

30周年おめでとうございます。これからも、

僕たちのようなポンコツな新会員をあたたかく

迎えて下さい。これからもよろしくお願いし

ます。めぐみママに愛をこめて１口お願いし

ます。

　本日の例会は「ロータリーを学ぶ炉辺談話例会」

とする様、沼田プログラム委員長より指名を受け

開催しました。

　昨年より新会員が多く入会し、ロータリーの魅力

や楽しみ方、ロータリーの職業奉仕をまだ理解でき

ていないと思い、先輩会員と席を並べ、新会員が

主役の懇談会と考えました。

　先輩会員に入会の動機や魅力、楽しみ方、メリット

をテーマに歓談して下さい。

　後ほど２年未満の新会員の皆さんに３分以内で

感想を述べていただきます。

　本日出席の２年未満の新会員８名に伺いました。

後藤　誠一会員

　　先輩方に入会して何が１番良かったか色々と話

を聞くことが出来ました。

　　別府の歴史で1170年前、鶴見火山が爆発して

火売神社が出来た事、火はマグマ、男が消した

ことで火男となり火男火売神社となった事など

在籍してなければ分からなかった「ロータリーに

居ることで学べる喜び」を感じました。

尾方　義顕会員

　　入会して間もなく１年、例会出席を優先して

ロータリーに努めたいと思います。

　　皆さんの話を聞くことで学べますし、ロータ

リーは世界大会が有ると聞き必ず１度は参加する

事を目指したいと思います。

　　末永く宜しくお願いします。

工藤　晴生会員

　　反省すべきは反省し、本日出席しています。

　　諸先輩方から色々と話を聞き、私はどんなロー

タリアンになろうかと考えました。

　　先ず会員の皆さんと友達になり、職業奉仕に

努め、最終的にはカリブに年中いける様に頑張り

たいと思います。

　　ところで先日、串揚げ屋で久保田幹事と飲んで

いまして、来店した外客の方とロータリーつなが

りで仲良くなれました。

　　世界のロータリーと感じました。

中村　忠孝会員

　　２月入会、12 月で10 ヶ月。

　　先輩会員の話では「何も考えず知り合いを増や

すことを優先しなさい」と、ご指導うけました。

　　私は舞台関係の仕事から外回りが無かったので、

ロータリーで仲間を増やしたいと思います。

　　職業奉仕に努め、ロータリーを頑張ります。

　　今後ともよろしくお願いします。

工藤　陽一会員

　　去年の２月、石田会員に連れられて出席したの

がこちらの会場でした。

　　はじめ年齢差のある皆さんとご一緒する事に

抵抗がありました。

　　しかし異業種の代表、または幹部の方達とアポ

なしで何時でもお会い出来る事はロータリーの

良さと感じています。

　　色々とご指導頂きたいです。

　　いずれ現役引退する頃は余裕のある人生を送り

たいです。

　　宜しくお願いします。

羽田野　徹会員

　　４月入会、半年が過ぎました。

　　起業して２年目の私にとって業界で永く活躍

する皆さんと席を並べることに違和感を感じ、

ロータリー情報委員長　　瑞　木　一　博



積極的に取り組む会ではないと思ってました。

　　しかし先輩たちに飛び込んで来いと言われ、

ありのままの自分をさらけ出して飛び込んで行こ

うと思います。

　　やらかした時は暖かくご指導ください。

二宮　秀行会員

　　ロータリーは入会して２ヶ月、また先代より

相続し経営者として初心者です。

　　皆さまの経営手腕を学んで行きたいと思います。

　　さらに仲間として認めて頂けるように努めて

参ります。

　　それと我が社は来期で110期を迎えます。

　　より一層精進して参りますので、ご指導よろし

くお願い致します。

詫磨　康雄会員

　　ロータリーで何かを学ぼうと思い入会しました。

　　ロータリーについて語るには３年以上は必要

かなと思います。

　　入会時、発注者の方とロータリーについて話す

機会があり、何故ロータリーに入会したのか聞か

れました。

　　YEG、ライオンズと違い、己を磨く会なので

と話しました。

　　益々別府東ロータリーが発展する様に努めて

参りますので宜しくお願いします。

【本日の締め】

樽谷　壽生会員

　　昭和17年生まれ、75歳になりました。

　　近年、若手会員がこれだけ流行ると我々世代の

グループも創ろうじゃないかと同じ年代の梅野

会員、神田会員、杉本会員、渡邉会員と一杯やり

ました。

　　若い者に負けられん、時代こそ違うけど頑張ろ

うという事で、これは報告しておきます。

　　私の入会は35歳。

　　あの頃の別府東ロータリーは北から別れ、創立

したばかりでした。

　　入会して分かったことは医者が８名ほどいまし

たし、一流企業の方達ばかりで、長者番付20位

以内の殆どが東のメンバーでした。

　　凄いクラブに入会したと思ってました。

　　ですから今の君たちと同じ経験をしています。

　　当時の先輩たちは指導力が素晴らしく、例会は

きちんとやって、後は趣味の世界、マージャン、

ゴルフ、旅行、色んな処に旅行しました。

　　普通では考えられない経験をしましたが、全て

割り勘。

　　高い割り勘だなと思ってお付き合いしていまし

たが、それがロータリーの良さだと思います。

　　若者たちは何を求めたか？ 合縁奇縁、仲の

良い者たちが集まるってグループになります。

　　好きになったグループは長続きします。

　　ロータリー経験40年ほどに成りますが、辞め

ようと思ったことが３回ほど有りました。

　　でも中の良い仲間の顔を思い出すのです。

　　やはり辞められない。

　　でもこれが良かった。

　　ロータリー人生40年間は掛替えの無い宝物です。

　　お金の問題では有りません。

　今、この団結を大切にして地域の為、別府の為、

そして日本の為になると思って仕方ありません。

　　みんなで頑張りましょう。


