
“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

初日の出　別府湾

－ 職業奉仕月間 －
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■ 出席報告　　　　　　委員長　後藤　誠一

本
　
　
日

会員総数 40 名 ゲ ス ト １名

出 席 数 29 名 ビジター ３名

欠 席 数 ５名 出 席 率 85.29％

前々回の出席率 65.71％ 修正出席率 74.29％

100％ 通算 1578 回

出席規定免除(b)： 岩瀬、黒岩、杉本、西、檀上、

梅野

名  誉  会  員 ： 西村

■　メイクアップ

事後（第 1850 回例会）

　　　渡邉（別府）

■　欠　　席

　安部、笠木、岡本、詫磨、二宮

※１月４日　定款休会

※12月31日付　渡邉一郎会員退会

■　点　　鐘 　18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

■　ビジター　大野博明（大分中央）、斎藤美信（別府

北）、大島由美子（別府中央）

■　ゲ ス ト 　

　友永　葉子さん（ロータリー財団学友）

■ 会長の時間 　　　　　　　会長　長野　勝行　

皆さん、こんばんは。

　改めまして新年あけましておめでとうございます。

　本年もよろしくお願い致します。

　昨年７月に会長に就任させて頂いてから半期が

過ぎ、折り返しの始まりになります。

　前期は、10 月の IM 開催に向けて準備と運営に

集中させて頂き、皆様のご協力の下、大過なく終える

事ができました。

　後期は、年度当初の重点目標でもある奉仕活動の

活発化と会員増強を集中して進めていきたいと思い

ます。

　別府平和園への造園作業は地区補助金の関係で、

期限がありますので、早急に具体化して作業に入り

たいと思っています。

　会員増強も毎月の委員会開催を重ねリストアップ

と勧誘を進めて頂きたいと思います。

　本日は、この後、新年家族会ですので会員ご家族

を含めて懇親を深め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、親睦委員会の担当により例会終了後、

「新年家族会」を開催致します。

２．ロータリー適用相場変更のお知らせ

　　１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した

のでお知らせ致します。

　　　１ドル　114 円（現行 112 円）

３．国際ロータリー日本財団より、寄付累計額が

＄2,000になられた永嶋政人会員へマルチプル・

ポール・ハリス・フェローとしての認証ピンが

届いております。また、寄付累計額が＄1,000に

達し、ポ―ル・ハリス・フェローとなられた長野

勝行会長、竹内孝夫会員、髙橋 郁会員に感謝状

と認証ピンが届いております。本日、ご披露し

お渡し致します。

４．2018－2019年度地区チーム研修セミナー開催の

お知らせ

　日　　時　平成30年２月17日

　　　　　　12：30　登録開始

　　　　　　13：00～18：00　セミナー

　　　　　　18：30～20：30　懇親会

　場　　所　セミナー会場／

　　　　　　　　ホルトホール大分　３Ｆ大会議室

　　　　　　懇親会会場／レンブラントホテル大分

　＊次年度地区 RLI 委員会委員の山下布美代会員の

ご出席をお願いします。

５．12月27日 13：00～別府市内ＲＣ合同事務局に

於いて「ＲＩ第2720地区ガバナー杯争奪野球大会

（仮称）」開催の実行委員会が開催されました。

　　出席者：長野勝行会長

６．次週、１月18日 11：45～ホテルサンバリー

アネックスに於いて「第７回定例理事・役員会」

を開催致します。関係の方は、ご出席をお願い

致します。

７．例会変更のお知らせ

　中津中央ＲＣ：１月16日例会は『家族新年会』

の為、同日18：30～グランプラザ中津ホテルに

時間変更

　別府中央ＲＣ：１月16日例会は『創立30周年

会場下見例会』の為、同日18：30～城島高原

ホテルに時間・場所変更

　くにさきＲＣ：１月17日例会は『家族新年会』

の為、１月20日夕刻～（時間・場所未定）に

変更

　中津平成ＲＣ：１月18日例会は『職場例会』

の為、１月25日 12：30～㈲サンエイデンタル

に場所変更

　大分南ＲＣ：１月19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

　大分臨海ＲＣ：１月22日の例会は『夜の例会』

の為、同日18：30～ホテル日航大分オアシス

タワーに時間変更

　大分中央ＲＣ：１月23日の例会は『新春笑

談会』の為、同日18：00～（場所未定）に時間・

場所変更

８．次週（１月18日）の例会予定

　「年男年頭所感」　 後藤誠一会員、　尾方義顕会員

　　＊12：30～ホテルサンバリーアネックスに於い

て「奉仕活動支援ランチ」例会を開催致し

ます。多数のご出席をお願いします。

９．本日の回覧　①「2017－2018 年 度 地 区 大 会 」

登録申し込み（１月26日締切）　②１月18日例会

（奉仕支援ランチ）出・欠席　③１月25日例会

（奉仕支援ランチ）出・欠席　④「寒中近隣７ＲＣ

懇親合同例会」（２月９日）出・欠席

10．本日の配布　週報№ 1851

■ お 祝 い

　皆　　勤　久保田高史会員（１月８日＝３年）

■ ニコボックス　　　　　　委員長　工藤　晴生

　久保田高史幹事　新年あけましておめでとう

ございます。残り半年、全力で頑張ります。

長野会長５口、久保田幹事２口。残り半年の

充電期間でやっと輝くことができます。待ち遠

しいです。沼田会員２口。

　石田啓三会員　年末年始とインフルエンザに

なり、そのまま肺炎になってしまいました。

完全な寝正月でした。年賀状も出せず、初詣も

行けず散々でした。今年も１年、健康であり

たいと願い５口致します。皆様、宜しくお願い

致します。

　竹内孝夫会員　この度、山下唱徳会員　代表取

締役就任と社名変更、おめでとうございます。

代表となると、今まで以上に責任が生じます。

更なる精進をして頑張って下さい。全会員１口

お願いします。

　１月４日から１月14日まで総勢 15 名で、ソフト

バンクの内川選手が自主トレで当ホテルに宿泊

しています。それも、マネージャー（？）の

西会員のおかげです。ヤクルトのホテルでは

ありますが感謝します。ですが、今までの西会員

に対する数々のごちそうと秘密保持を考え

たら当たり前ですが…。３口

　岡本信哉会員　親睦委員長なのに体調不良によ

り、忘年会、新年会と出席できずにすみません。

お詫びに５口ニコボックス入れます。

新年明けましておめでとうございます。本年も
よろしくお願い致します。

国際ロータリー日本財団より感謝状と認証ピン



ロータリー財団学友 友永葉子さんによる独唱

荒金信治ガバナー補佐による乾杯

親睦委員の司会による余興

ロータリーソング「手に手つないで」

別府東ロータリークラブ新年家族会次第

19：00～開会の挨拶

親睦委員長代理　尾方義顕

　会　長　長野勝行

19：05～

　　ロータリー財団学友　友永葉子さんによる独唱　

　　　「早
そう

春
しゅん

賦
ふ

」

　　　「Stand　Alone」

　　　－ＮＨＫスペシャルドラマ「坂の上の雲」より

19：15～乾　　杯

大分第３グループガバナー補佐　荒金信治氏

歓　　談　

19：30～余　　興

　　ビンゴゲーム　　　司会　親睦委員　後藤誠一

　　クイズ　　　　　　司会　親睦委員　羽田野徹

　　※豪華賞品あります。

　　　ミカド肉店さん、百膳の夢さん、ＲＹＯフロー

リストさん、大分ヤクルト販売さん、茶郎さん

手に手つないで

万　　歳　　　　　　　　　次期会長　一力秀次

20：30　閉会挨拶

親睦委員長代理　尾方義顕



国際ロータリー第 2720 地区

 2017-18年度ガバナー　永 田 壮 一 氏 

　2720 地区のロータリアンの皆様、明けまして

おめでとうございます。

　今年一年が皆様にとって素晴らしい一年になる

ことを心より祈念申し上げます。

　2014 年 10 月の RI 理事会で大幅な特別月間の

変更がありました。それに伴って１月は職業奉仕

を強調する月間となっています。

　職業奉仕とは、あらゆる職業に携わる中で、

奉仕の理念の実践をロータリーが培い、支援する

ことであります。職業奉仕（Vocational Service）

という言葉が最初に出てきたのは 1927 年国際ロー

タリー連合会がベルギーのオステンドで開催され、

そこで初めて四大奉仕が採択された時です。それ

以前には職業奉仕という言葉はありませんでした。

しかし、ロータリアンは、創立以来個々の職業に

対して倫理上の観点から、職業への対峙の仕方を

論じてきました。その代表的なものは、ガイ・

ガンディカーの「ロータリー通解」（A Talking 

Knowledge of Rotary）に掲載されている、1915 年

のサンフランシスコで開催された第６回国際ロー

タリー連合会年次大会において採択された「全分野

の職業人のためのロータリー倫理訓」です。少し

長くなりますがここに書いてみます。

国際ロータリーの職業倫理訓

この見地から、本委員会は、国際ロータリーの職業

倫理訓の基本は、次の原則に従うことに同意する。

第１条　自分の職業は価値あるものであり、社会

に奉仕する絶好の機会を与えられたものと考える

こと。

第２条　自己改善を図り、実力を培い、奉仕を広

げること。それによって、「最もよく奉仕する者、

最も多く報いられる」というロータリーの基本

原則を実証すること。

第３条　自分は企業経営者であるが故、成功した

いという大志を抱いていることを自覚すること。

しかし、自分は道徳を重んじる人間であり、最高

の正義と道徳に基づかない成功は、まったく望ま

ないことを自覚すること。

第４条　自分の商品、自分のサービス、自分の

アイディアを金銭と交換することは、すべての

関係者がその交換によって利益を受ける場合に

限って、合法的かつ道徳的であると考えること。

第５条　自分が従事している職業の倫理基準を

高めるために最善を尽くすこと。そして、自分の

仕事のやり方が、賢明であり、利益をもたらす

ものであり、自分の実例に倣うことが幸福をもた

らすことを、他の同業者に悟らせること。

第６条　自分の同業者よりも同等またはそれに

優る完全なサービスをすることを心がけて、事業

を行うこと。やり方に疑いがある場合は、負担や

義務の厳密な範囲を越えて、サービスを付け加える

こと。

第７条　専門職種または企業経営者の最も大きい

財産の一つこそ、友人であり、友情を通じて得ら

れたものこそ、卓越した倫理にかなった正当な

ものであることを理解すること。

第８条　真の友人はお互いに何も要求するもので

はない。利益のために友人関係の信頼を濫用する

ことは、ロータリーの精神に相容れず、道徳律を

冒涜するものであると考えること。

第９条　社会秩序の上で、他の人たちが絶対に否

定するような機会を不正に利用することによって、

非合法的または非道徳的な個人的成功を確保する

ことを考えてはならない。物質的成功を達成する

ために、他の人たちが道徳的に疑わしいという理由

から採らないような、有利な機会を利用しないこと。

第10条　私は人間社会の他のすべての人以上に、

同僚であるロータリアンに義務を負うべきでは

ない。ロータリーの神髄は競争ではなくて協力に

あるからである。ロータリーのような機関は、

決して狭い視野を持ってはならず、人権はロータ

リークラブのみに限定されるものではなく、人類

そのものとして深く広く存在するものであることを、

ロータリアンは断言する。さらに、ロータリーは、

これらの高い目標に向かって、すべての人やすべて

の組織を教育するために存在するのである。

第11条　最後に、「すべて人にせられんと思うこと

は、他人にもその通りにせよ」という黄金律の普遍

性を信じ、我々が、すべての人にこの地球上の天然

資源を機会均等に分け与えられた時に、社会が

最もよく保たれることを主張するものである。

要　約

　倫理訓の目的個人の完成を基礎として、国家の

永続は単に自我を保存するためであるというギリ

シア的な倫理訓の目的ではなく、この倫理訓は

愛を述べたものである。ロータリアンは単に自我

を保存することだけが正しいのではなく、他人を

滅ぼすよりはむしろ滅ぼされる方を選ぶ。この

道徳律は愛に基づいて作られている。

　倫理訓の価値この倫理訓は保守派と革新派の間

にある論争のどちらか一方の側につくものでは

ない。それは、単に、保守的であるから、または

革新的であるからという論争には何のかかわりも

ない。

　この倫理訓が探し求めるものは唯一つ、この

倫理訓が述べている実用的な価値である。この

倫理訓の実用性は保守主義や革新主義ではなく、

これを起草した人の理念なのである。この実用性

こそが重要なのである。

「ガバナー月信　１月号より」


