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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 ２名

出 席 数 22 名 ビジター ０名

欠 席 数 11 名 出 席 率 66.67％

前々回の出席率 65.71％ 修正出席率 77.14％

100％ 通算 1578 回

出席規定免除(a)： 荒金

出席規定免除(b)： 黒岩、幸、西、檀上、梅野、

箕作

名  誉  会  員 ： 西村

■　メイクアップ

事後（第 1851 回例会）

　　　後藤、工藤（陽）（別府）

■　欠　　席

安部、石田、笠木、中塚、西（貴）、二宮、岡本、

髙橋、但馬、詫磨、梅津

■　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 　

　森
もり

　憲
けん

司
じ

氏（㈱森工機　代表取締役社長）

　川
かわ

本
もと

　誠
まこと

氏（㈱カワモト　専務取締役）

■ 会長の時間 　　　　　　　会長　長野　勝行

　皆さん、こんにちは。

　本日は、２名のゲストを例会にお迎えする事が

できました。うち森君は、先程の理事会で承認を

頂き、例会後にインフォメーションを行う予定に

なっております。

　余談ですが、森君は、野球も上手なので、甲子園

での野球大会と秋の近隣７ＲＣのソフトボール大会

でも大きな戦力になると思います。

　さて、最近、インフルエンザや風邪を引いている

方が多いようですが、私も先週末から少し風邪気味

でした。自己管理不足を痛感しております。

　そして、本来ならば、もう一人ゲストで参加予定

の方もいたのですが、インフルエンザで急遽不参加

となりました。

　皆さんも十分お気を付け下さい。

　それでは、この後、２名の方より年男年頭所感が

ありますので、会長の時間を終わらせて頂きます。



■ 幹事報告　　　　　　　　　幹事　久保田高史

１．ＲＩ第2720地区「熊本城東ＲＣ創立30周年記念

式典・祝賀会」開催のお知らせ

　日　時　平成30年３月31日

　　　　　　14：00　受付開始

　　　　　　15：00　～式典点鐘

　　　　　　17：30　～祝宴開宴

　場　所　熊本ホテルキャッスル２Ｆホール

　登録料　会員 10,000 円　同伴者 8,000 円

　＊詳細・登録申し込みは、幹事または事務局まで

お申し出ください。

２．本日、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

した。

３．本日例会終了後、「新会員の為のインフォメー

ション」を開催致します。関係の方は、このまま

例会場にお残りください。

４．例会変更のお知らせ

　大分1985ＲＣ：１月29日の例会は『奉仕活動

支援積立ランチ』の為、同日12：30～ホテル

サンバリーアネックスに場所変更

　竹田ＲＣ：１月30日の例会は『新年家族例会』

の 為、 １月27日  17：00～ ホ テ ル 岩 城 屋 に

日時変更

５．次週（１月25日）の例会予定

　「健康寿命を考える」　　　　　　　黒岩　英会員

　　＊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。

６．本日の回覧　①ガバナー月信vol.７　②「2017－

2018年度地区大会」登録申し込み（１月26日締切）　

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　⑤「但馬　友プロを囲んでのゴルフ教室

例会」（２月22日）出・欠席　⑥ハイライトよね

やま Vol.　214

７．本日の配布　①週報№ 1852

■ お 祝 い

　会員誕生日　加藤　兼司会員（１月19日）

　結婚記念日　竹内　孝夫会員（１月18日）

　　　　＊ご自宅に特選豊後牛肉をお届けします。

　皆　　　勤　尾方　義顕会員（１月12日＝１年）

　　　　　　　竹内　孝夫会員（１月17日＝10年）

■ ニコボックス　　　　　　委員長　工藤　晴生

　瑞木一博会員　29年最後の例会で還暦祝の花束

を頂戴しましたが、うかつにも忘れ、翌日ホテ

ルと２次会場を探してみましたが、見つかりま

せんでした。忘れた自分に反省して３口。ご利用

した方、自主申告で何口か、お願いします。

　尾方義顕会員　１月14日、出初め式で消防

分団長賞（10年間勤続）を受けることができま

した。これからも気を引きしめて頑張っていき

たいと思います。３口。消防団員として一力

会員１口。※当日、音響を担当していた中村

さん、おつかれ様でした。雨も降らず良かった

です。１口お願いします。

　工藤晴生委員長　ニコボックス委員会にて半期

つとめさせて頂き、目標金額に近い金額を皆様

からお預かりすることができました。残り半期

も頑張っていきたいと思いますので、皆様の

ご協力よろしくお願いいたします。皆様のご協

力に感謝いたしまして３口。

　加藤兼司会員　竹内会員、商品券獲得おめで

とう。３口

≪日本のロータリー≫

　わが国最初のロータリークラブは、1920

（大正９）年10月20日に創立された東京ロータ

リークラブで、翌1921年４月１日に、世界で

855番目のクラブとして、国際ロータリーに加盟

が承認されました。

　日本でのロータリークラブ設立については、

ポール・ハリスの片腕としてロータリーの組織

をつくり、海外拡大に情熱的に取り組んだ初代

事務総長チェスリー・ペリーと、創立の準備に

奔走した米山梅吉、福島喜三次などの先達の功

を忘れることができません。

　その後、日本のロータリーは、第２次世界

大戦の波に洗われて、1940年に国際ロータリー

から脱退します。戦後1949年３月になって、

再び復帰加盟しますが、この時、復帰に尽力

してくれたのが国際ロータリーの第３次事務

総長ジョージ・ミーンズでした。

　その後の日本におけるロータリーの拡大発展

は目覚ましいものがあります。ロータリー財

団への貢献も抜群で、今や国際ロータリーに

おける日本の地位は不動のものになりました。

現在、日本全体でのクラブ数は2,262、会員数

89,481人（2017年９月末現在）となっています。

　
「ロータリーの友」より



『 別府の可能性  』

後藤誠一会員

（昭和33年３月25日生まれ）

　みなさんこんにちは、ロータリー歴１年半、職業

分類信用金庫、後藤でございます。

　私、昭和33年戌年生まれで、今年３月に満60歳に

なります。

　還暦は本
ほ ん

卦
け

帰
が え

りということでこれまでを振り返っ

てみますと、信用金庫に入って38年、何の取り柄も

ないのですが、金融という業務を通して少しはお役

に立ったと言ってくださるお客様がいらっしゃれば

有難いなと思っているところでございます。

　先日の新年家族会では生まれて初めて、ビンゴ

ゲームの司会をさせていただきました。事務局の

今村さんに司会を頼まれ、カラオケ機械でビンゴ

ゲームができるということを知らず、記録用紙や

マジックなどを用意して、準備万端気合を入れて

臨んだのですが、カード以外何もいりませんでした。

　つたない司会でしたが、皆さんの温かい忖度に

より、無事役を果たせることができ、ホッとして

います。

　さて、年頭所感ということで、昨年を振り返って

みますと、７月には九州北部豪雨があり、地球温暖

化がもたらす自然災害の恐ろしさを改めて感じた年

でした。

　素人考えでは地球温暖化で冬は暖かくなるのかと

思えばそうとも言えないようで、各地で大雪が降っ

ていますし、鶴見山にもまだ雪が残っているよう

です。温暖化で南極や北極で溶けた氷が夏は大雨

に、冬は大雪になって、各地に大きな被害をもたら

しています。

　昨年は週末のたびに台風が来て、ホテルのキャン

セルが、かなりありましたが、今年はそのような

ことがなければいいなと思っています。

　さて、ホテルといえば、昨年は花菱ホテルの星野

リゾートへの譲渡、ホテル清風の大江戸温泉物語

への譲渡、インターコンチネンタルホテルの別府

進出発表など、大手資本の進出により別府の可能性

を内外に示した年でした。

　またラクテンチを舞台とした「湯～園地計画」や

別府駅前の油屋熊八像が「油屋ホテル」になった

イベントなど、話題性にも事欠きませんでした。

　ラクテンチですが、先週の日経新聞の個性派観覧

車ランキングで西日本第１位に選ばれていました。

　ラクテンチの二重観覧車というのは国内唯一と

いうことで、我々の知らないところに別府の宝が

眠っているというのも別府のポテンシャルの高さ

だと思います。

　「湯～園地計画」では、クラウドファンディング

と寄付により90百万円もの資金を集めたというの

は金融機関に勤めるものとして驚異を覚えました。

　クラウドファンディングというのは、チャレンジ

する人を支援するという目的で資金を集めるのです

が、よくこれだけ集めたものだと感心しました。

　動画100万回再生による実行を謳った企画、SNS

を使った情報拡散の速さ、そして「湯～園地」に

行こうという若者のお金の使い道には驚かされま

した。

　最近の成熟社会での若者は「さとり世代」といわ

れています。

　特徴としては、①草食系で元気がない　②酒も

飲まない（これで低アルコール市場が元気）　③将来

に不安、貯蓄に熱心、高額なものへの拒否感　④しか

し、コンビニではお金を使う（たとえばレッドブル）　

⑤車は中古の軽でもよい、などが挙げられます。

　「レッドブル」をご存知でしょうか？　200円する

栄養ドリンクですが、これが売れた理由は若者が

自分自身を自慢するツールになるということです。

　人間には疲れた自分を自慢したくなるという気持

ちがあり、SNS で忙しいことを自慢するとウザい

（『うざったい』の略で、「鬱陶しい」「わずらわしい」

「うるさい」「面倒臭い」「気持ち悪い」「邪魔」といっ

た意味を持つ。）ということになるのですが、レッ

ドブルを写真にとって SNS に載せると「こいつ

いいね！」となるそうです。

　今思いますと、「湯～園地計画」は、こういう

若者の心を捉えたこと、SNS の拡散の速さをうまく

利用した、まさに計画され尽くしたイベントだった

と思います。

　いいアイデアはコミュニケーションの中から生ま

れるといいます。

　おそらく長野市長はフラットな考えの持ち主で、

人の話をよく聞き、行動は即断、即決、即実行と

いうリアルタイムを実践しているのではないかと

思います。

　昨年の市長の卓話で「すべては市民のために」と

言われていましたが、焦点は「市民」に絞られ、

ぶれはないと感じました。

　湯～園地の次もすでに考えているということです

ので、次に何が出てくるのか楽しみです。

　さて翻ってわが身のことですが、金融機関はどこ



も日銀のイールドカーブコントロールにより、収益

確保が難しくなっています。

　このような中、「湯～園地計画」のようにクラウ

ドファンディングで 90百万円もの資金を集められ

ると、いよいよ金融機関の出る幕はなくなるな～と

いう危機感をいだいています。

　さらに昨年 10月、メガバンクが 32千人の人員

削減を行うという記事が出て衝撃を受けました。

これから、人工知能、テクノロジーによって雇用が

なくなり、特に金融機関の仕事は人工知能に変わら

れるといわれています。

　今年、金融界で予定されていることは、４月から

キャッシュアウトサービス（スーパーのレジで預金

引き出しができる仕組み）、10月から 24時間365日

即日振込サービスが提供されるようになります。

またフィンテックによりスマホで家計簿ができる

ようにもなります。

　私のようにカラオケでビンゴゲームができるよう

になったことを驚いているようでは、時代について

いけません。近いうちにビンゴゲームはボタンを

１回押すと、100個の数字が出て、その出た数字を

順番に読み上げ、列を完成させるようになるのでは

ないかと思います。ただし、これではワクワク感が

楽しめません。60歳になって機械についていけなく

なったのか、やはりビンゴはガラポンを回す方が

楽しいと思った次第です。

　いずれにしましても、テクノロジーはこれから

どんな世界をもたらすのか興味津々といったところ

です。

　最後になりますが、ロータリーについては、週に

１回１時間、息抜きに来るというくらいの軽い気持

ちで参加させていただこうと思います。

　「年男年頭所感」ということで、思いつくまま

話をさせていただきました。取り留めのない話の

最後はビンゴに行きつきました。

　今年もよろしくお願いします。

『今年はチャンスの年』

尾方義顕会員

（昭和45年９月６日生まれ）

　昨年は大変お世話になりました。

　今年もどうぞ宜しくお願い致します。

　早いものでロータリーに入会させて頂いて、１年

になりました。

　この１年を振り返ってみますと、本来なら、

なかなかお会いすることのできない方々に、普通に

ご挨拶をさせて頂き、お話をさせて頂くことができ

ました。

　様々な世代の方々や、異業種の方々などと交流

させて頂き、沢山のことを学ぶことができました。

　ロータリーに入会させて頂きロータリーの活動を

通じて、この様に沢山の方々に出会うことができま

したことを本当に有難く思っております。

　本年も、少しでも多くのロータリーの活動に参加

し、より多くの方々と交流させて頂き、沢山のこと

を学ぶことができる様、ロータリー活動を頑張って

いきたいと思っております。

　さて、本年は年男です。

　改めて年男・年女の意味を調べてみたところ、

生まれた十二支の年を迎えた男女のことだそうで

す。さらに、縁起はどうなのかと心配になり調べ

てみました。

　そしたら、年男・年女は年神様（毎年お正月に

各家にやってくる豊作や幸せをもたらす神様）の

ご加護を多く受けることができると考えられており、

縁起が良いと言われているそうです。

　なら、今年はチャンスの年だと思いました。

　そこで、大きく２つの目標を立てました。

　１つ目は、仕事です。

　今現在、１人で細々と商売をさせて頂いており

ます。

　ですが、商売をやるなら大きくしたい思います

し、ロータリーで知り会った沢山の方々のお話を

聞いたり、その方々を見ていて、ならなければいけ

ないと思いました。

　そ こ で、 今 年 は 会 社 と し て 大 き く な れ る 様、

しっかりとした基盤を作り、先輩のみなさんに少し

でも追いつけるように頑張りたいと思っております。

　続いて２つ目は、人生のパートナーを見つけると

いうことです。

　昨年までは、なかなかパートナーを見つけると

いった気持ちになれなかったのですが、最近ふと

した時に寂しさを感じたり、このままでいいのかと

考える機会が多くなってきました。それに自分が

ひとつ成長できるのではないかと思いました。

　今年は、度が過ぎない程度でロータリアンらしく、

自分から積極的に行動していきたいと思ってい

ます。

　今年１年間、これらの目標を達成できるよう色々

とチャレンジして頑張っていきたいと思います。

　最後になってしまいましたが、今、別府東ロータ

リーのメンバーで居ることができていますのも 、

別府東ロータリーの先輩のみなさまに優しく接して

頂き、叱咤激励をしてくださっているからだと感謝

致しております。

　こんな私ですが、これからもどうぞ宜しくお願い

致します。


