
“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

公共イメージ委員長　瑞木　一博

金鱗湖秋景

－ 疾病予防と治療月間 －
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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 27 名 ビジター ０名

欠 席 数 10 名 出 席 率 72.97％

前々回の出席率 64.71％ 修正出席率 79.41％

100％ 通算 1578 回

出席規定免除(a)： 荒金

出席規定免除(b)： 岩瀬、西、檀上

名  誉  会  員 ： 西村

■　メイクアップ

事前　但馬、中塚（別府中央）　　　

事後（第 1847 回例会）

　　　竹内、但馬、髙橋、石田、渡邉（別府）

■　欠　　席

安部、渡邉、笠木、西（貴）、詫磨、髙橋、

山下（唱）、梅津

■　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。

　本日は、例会に引き続きまして、年次総会を開催

し、次年度の理事・役員の選挙を行います。

　次次年度の会長候補者も決まる大事な選挙です。

　私も２年前の総会で選出され、その責任の重さを

痛感したのを思い出します。

　ＲＣは次次年度の会長候補者がこの時期に決まる

という他の団体にはないルールがあります。

　この期間に、しっかり勉強できるというのも大き

な魅力だと思います。

　私も竹内前会長から、色々な会合や毎週の打合せ

を通して多くの事を勉強させて頂きましたが、まだ

まだ不勉強の部分も多く、修練の日々です。

　本日決まる会長ノミニーにも、この期間を有効に

使って頂きたいと思います。



■ 幹事報告　　　　　　　　　幹事　久保田高史

１．本日は、例会に引き続きクラブ細則第５条第１節

に基づき「年次総会」を開催し、次年度（2018－

2019 年度）理事・役員の選挙を行います。

２．ＲＩ第2720地区2018－2019年度Ｒ財団部門地区

補助金管理セミナー開催のお知らせ

　日　時　平成30年１月27日 13：00～16：00

　場　所　ホルトホール大分３Ｆ大会議室

（ 096-576-7555）

　登録者　ガバナー補佐、会長、会長エレクト、

　　　　　会長ノミニー、Ｒ財団委員長

＊クラブより最低１名以上（１名の場合は会長

エレクトに限る）の出席と当日配布のクラブ

参加資格のＭＯＵに署名提出のないクラブは

次年度の地区補助金受給資格が得られません。

３．喪中につき年末年始のご挨拶を失礼させていた

だきます。

　　箕作　昭宣会員（御母堂様）

　　檀上　陽一会員（御尊父様）

４．髙山泰四郎ガバナーエレクトより山下布美代

会員へ、2018－2019年度地区ＲＬＩ委員会委員

としての委嘱状が届いています。本日お渡し致し

ます。

５．11月に募金協力をしました「日母おぎゃー献金

基金」より感謝状が届いておりますのでご披露

します。会員皆様のご協力、ありがとうござい

ました。（今年度は 26,540 円の協力でした）

６．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より

第２回米山功労者（寄付累計20万円）になられ

ました永嶋政人会員、第１回米山功労者（寄付累

計10万円）になられた長野勝行会長、桝田 浩会員、

髙橋 郁会員（米山奨学委員長）へ感謝状が届い

ております。本日、ご披露しお渡し致します。

７ ．12月３日13：00～熊本産業展示場グランメッ

セ熊本に於いて「地区青少年交換委員会プログラム

「青少年交換セミナー」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。

８．例会変更のお知らせ

大分臨海ＲＣ：12月18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ホテルに時間変更

大分 1985 ＲＣ：12月18日の例会は『クリス

マス家族会』の為、同日18：30～ＮＡＮＤＯに

時間・場所変更

大分中央ＲＣ：12月19日の例会は『クリス

マス家族会』の為、同日18：30～ホテル日航

大分オアシスタワーホテルに時間変更

別府中央ＲＣ：12月19日の例会は『忘年会』

の為、同日18：30～ホテル山水館に時間・場所

変更

津久見ＲＣ：12月19日の例会は『歳末家族

例会』の為、12月15日18：30～津久見市民

会館に時間・場所変更

中津中央ＲＣ：12月19日の例会は『中津３

クラブ合同忘年会』の為、同日18：30～グラン

プラザ中津ホテルに時間変更

くにさきＲＣ：12月20日の例会は『定款第

８条第１節』により休会

湯布院ＲＣ：12月20日の例会は『定款第８条

第１節』により休会

大分城西ＲＣ：12月20日の例会は『クリス

マス例会』の為、同日18：30～ホテル日航大分

オアシスタワーホテルに時間変更

宇佐ＲＣ：12月21日の例会は『クラブ協議会

及び年次総会』の為、同日18：30～仕出しの

ちよせに時間・場所変更

中津平成ＲＣ：12月21日の例会は『忘年会』

の為、同日18：30～割烹丸清に時間・場所変更

別府ＲＣ：12月22日の例会は『寒中忘年会』

の為、同日18：30～かなわ荘に時間・場所変更

９．本日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

ました。

10．本日例会終了後、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。

11．次週（12月14日）の例会予定

　「職場例会」

　　別府市美術館（旧 ニューライフプラザ）

＊12：30～別府市美術館２Ｆ「視聴覚室」に於いて

開催します。多数のご参加をお願いします。

12．本日の回覧

　①「職場例会」出・欠席（12月14日）

　②「忘年会」出・欠席（12月21日）

　③「新年家族会」出・欠席（１月11日）

④ 2018年ロータリー国際大会参加のご案内

　（トロント５日間、７日間）

13．本日の配布

　①ロータリーの友  12月号



■ お 祝 い

　会員誕生日　梅津　　亮会員（12月９日）

　　　　　　　工藤　陽一会員（12月11日）

　皆　　　勤　黒岩　　英会員（12月６日＝33年）

　　　　　　　檀上　陽一会員（12月６日＝33年）

■ ニコボックス　　　　　　委員長　工藤　晴生

加藤兼司会員　火男火売神社の御輿の修復事業

に取り組んでいましたが、この度１年２ヶ月の

歳月をかけて３基全て完了しました。私や氏子

さんにとっては大きな慶びです。寄付金を頂い

た方々に感謝して１０口。

先日の炉辺談話例会の２次会におきまして沼田

会員、羽田野会員の、みにくい愛のバトルがく

りひろげられまして、その戦いにみごとに勝利

した羽田野会員。あなたもポンコツのにおいが

しますということで２口。

総会成立宣言（幹　事）

　クラブ細則第１条により本クラブ会員総数の３分

の１をもって定足数となります。

　　本総会の出席者は（27）名、会員総数（41）名で

定足数の３分の１以上となりますので、本総会の

成立を宣言致します。

《点　　鐘》（会　長）

　　只今から「2017－2018 年度　年次総会」を開催

いたします。

議長の選出（幹　事）

　　クラブ細則第４条第１節により会長を議長に

選任致します。

　　それでは、長野勝行会長お願い致します。

議　　事（会　長）

　　クラブ細則第５条第１節「12月31日までに本ク

ラブの年次総会を開催し、次年度の役員と理事の

選挙を行う」とあります。

　　従いましてこれから役員及び理事の選挙を行い

ます。

（幹　事）

　　クラブ細則第３条第１節に基づき、会長、副会長

を含む７名で構成された指名委員会によって会長・

副会長・幹事・会計・空席となっている理事の

候補者を指名していただきました。

　　指名委員会は 10月３日開催の「第４回定例理事

会」にて選任・承認された長野勝行、一力秀次、

竹内孝夫、加藤兼司、瑞木一博、桝田　浩、神田　剛

以上７名です。

　　指名委員会委員長は加藤兼司会員に務めていた

だきました。

　　では、これより指名委員会を代表して加藤兼司

指名委員長より次年度理事・役員の候補者を発表

していただきます。　

（加藤兼司指名委員長）

　　指名委員会は、10月26日、11月９日と会合（委員

会）を持ちました。

　　結果、次々年度の会長即ち 2019－2020年度会長

候補者として山下布美代君を指名致します。

　　また次年度の当クラブ役員・理事の候補者を

次の通りに指名致しました。

別府東ロータリークラブ　2017－2018年度　年次総会
とき：平成 29 年 12 月７日（木）　　ところ：杉乃井ホテル

2018－2019年度　理事・役員の方々



　　　会 　 長　　　　一力　秀次

　　　副 会 長　　　　山下布美代

　　　　＊次々期会長（次期クラブ管理運営委員長）

　　　幹 　 事　　　　沼田　守生

　　　副 幹 事　　　　石田　啓三

　　　直前会長　　　　長野　勝行

　　　会　　計　　　　幸　　光喜

　　　Ｓ Ａ Ａ　　　　山下　唱徳

　　　副ＳＡＡ　　　　工藤　陽一

　以上、次年度役員に加えて

　　　会　　長　　　　一力　秀次

　　　クラブ管理運営　山下布美代

　　　職業奉仕　　　　桝田　　浩

　　　社会奉仕　　　　神田　　剛

　　　青少年奉仕　　　　中塚　茂次

　　　国際奉仕　　　　竹内　孝夫

　　　ニコボックス　　加藤　兼司

　　　会員増強　　　　工藤　晴生

　　　公共イメージ　　瑞木　一博

　　　ロータリー財団　杉本　邦弘

　以上10名の理事に

　　　直前会長　　　　長野　勝行

　　　直前幹事　　　　久保田高史

　を加えた合計17名（重複者３名）を次年度理事会

メンバーの候補者に指名致します。

（会　長）

　　只今、加藤兼司指名委員長から次年度理事・

役員候補者の指名をしていただきました。

　　他に候補者がなければ決定したいと思います。

　　ご承認頂けましたら拍手をお願い致します。

（賛成多数  拍手）

　　それでは決定させて頂きます。ありがとうござ

いました。

（幹　事）

　これで次年度の素晴らしい理事・役員さんが無事

決定致しました。

　　それでは、ここで新理事・役員を代表して山下

布美代　次年度副会長（次々期会長）より就任の

ご挨拶をいただきます。

　　新理事・役員の方は、前の方にお並び下さい。

　

（山下布美代　次年度副会長　挨拶）

 

（会　長）

　　以上をもちまして、2018－2019 年度の理事・

役員の選挙も無事に終了致しました。

　　ご協力誠に有難うございました。

（幹　事）

　　では、これで、2017－2018 度の「年次総会」

議事を終了致します。

　　会長、点鐘をお願い致します。

《点　鐘》（会　長）

会　長　　山下布美代　　　　幹　事　　石 田 啓 三

2019 － 2020年度　会長・幹事

2018 － 2019年度　理事・役員

　　　　　理　事　　

　　　　　一力　秀次（会 長）

　　　　　長野　勝行（直前会長）

　　　　　久保田高史（直前幹事）

　　　　　山下布美代（クラブ管理運営）

　　　　　桝田　　浩（職業奉仕）

　　　　　神田　　剛（社会奉仕）

　　　　　竹内　孝夫（国際奉仕）

　　　　　中塚　茂次（青少年奉仕）

　　　　　工藤　晴生（会員増強）

　　　　　瑞木　一博（公共イメージ）

　杉本　邦弘（ロータリー財団）

　加藤　兼司（ニコボックス）

　役　員　　

　一力　秀次（会 長）

　山下布美代（副 会 長・クラブ管理運営）

　沼田　守生（幹 事）

　石田　啓三（副 幹 事）

　長野　勝行（直前会長）

　幸　　光喜（会 計）

　山下　唱徳（Ｓ Ａ Ａ）

　工藤　陽一（副ＳＡＡ）


