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“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
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■ 出席報告　　　　　　委員長　後藤　誠一

本
　
　
日

会員総数 42名 ゲ ス ト ０名

出 席 数 20名 ビジター ０名

欠 席 数 14名 出 席 率 58.82％

前々回の出席率 50％ 修正出席率 68.75％

100％ 通算 1578回

出席規定免除(a)： 荒金

出席規定免除(b)： 岩瀬、樽谷、黒岩、永嶋、幸、西、

檀上

名  誉  会  員 ： 西村

■　メイクアップ

事前　但馬、中塚（別府北）　　　

事後（第1858回例会）

　　　工藤（恵）（別府）、石田、羽田野、髙橋、

　　　瑞木（別府中央）、後藤（青少年委員会）

■　欠　　席

安部、笠木、工藤（晴）、工藤（恵）、森、西、

二宮、岡本、髙橋、詫磨、立川、梅津

■ 会長の時間 　　　　　　　会長　長野　勝行

　６日に各年代別懇親会の第１回目として70代の

皆様と懇親食事会を開催させて頂きました。数点の

議題を用意して話しましたが、自由闊達な意見を

頂く事が出来ました。

　すぐにでも改善できる部分もありましたし、時間

をかけて改善していかなければならない部分もあり

ました。

　残された任期の中で、出来る部分は早急に改善

していきたいと思いますが、時間のかかる部分は、

一会員として尽力していきたいと思います。

　今回の懇親会で、会員相互のコミュニケーション

不足による理解度の希薄さを感じました。この部分

は炉辺談話を含め、色々な形で機会を提供する事が

出来ると思うので重点的に進めたいと思います。

　この後は、クラブ協議会ですので、その部分も

含めて協議して頂ければと思います。

－ 水と衛生月間 －

■　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



■ 幹事報告　　　　　　　　　幹事　久保田高史

１．本日は、例会終了後、「第４回クラブ協議会」
を開催致します。

２．訃　報

　　1986－1987年ガバナー姫
ひめ

野
の

陸
むつ

喜
き

氏（大分中央ＲＣ
名誉会員）が３月５日、亡くなられました。通夜、
ご葬儀は近親者のみにて執り行われました。別府
市内４ＲＣ会長・幹事会承認事項のＰＧの訃報対応
の前例に基づいて、別府市内４クラブは、慶弔費
より香典を各１万、供花（４クラブ折半にて１本）
を「お別れの会」に届けることになりましたので
お知らせします。

　＜お別れの会＞　2018年３月８日10：00～16：00
　場　　所　セレモニーホールわくや　おおざい
　　　　　　（〒870-0252　大分市大在２丁目２－５

097-592-6611）
　喪　　主　ご令息　姫

ひ め

野
の

清
き よ

高
た か

様
３．ＲＩ第2720地区熊本中央ＲＣ創立30周年記念

式典開催のお知らせ
　日　　時　平成30年５月26日14：00～登録開始
　　　　　　15：00～式典　15：05～復興祈念公演　
　　　　　　16：30～記念式典　18：00～祝賀会
　場　　所　ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本
　　　　　　ニュースカイ
　祈念公演　「復興の歯車―東日本と熊本を繋ぐ絆－」
　　　　　　益城町立益城中学校吹奏楽部・熊本市

立帯山中学校合唱部
　　　　　　福島県立好

よ し

間
ま

高等学校（フラダンス）
　登録料　会員10,000円　ご同伴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。
４．第９回定例理事・役員会報告（平成30年３月１日

11：45 ～於杉乃井ホテル　９名出席）
　１号議案）2018－2019年度委員会構成（案）の件

　＊会員増強委員長（理事）を羽田野　徹会員に
変更承認

　２号議案）2018－2019年度地区研修・協議会参加
の件

　　日　時　平成30年４月８日10：00点鐘
　　　　　　10：25ガバナー挨拶／11：20基調講演

12：10昼食／13：10次年度部門長挨拶
14：10部門別協議会／16：00地区財政
について／ 16：15質疑応答～ 16：30
点鐘

　　場　所　ホルトホール大分　大ホール
　　ホスト　大分1985ＲＣ
　　登録料　１名につき5,000円
　　出席義務者
　　　ガバナー補佐、地区研修委員会、地区部門長、

地区委員長、地区委員、クラブ会長、幹事、
会計、管理運営・公共イメージ・会員増強・
職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉
仕・Ｒ財団・米山記念奨学　各委員長

　３号議案）児童福祉施設卒業生へ卒業お祝い記念
品贈呈の件

　　別府平和園　中学卒業５名　高校卒業４名／
贈呈式希望３月３日 

　　光の園　　　中学卒業４名　高校卒業３名／

贈呈式希望３月25日
　　＊職業奉仕委員会費より例年通り、１人5,000円

の商品券贈呈を承認。会長・幹事の都合つか
ず、青少年奉仕（工藤（陽）、後藤委員）へ
代行依頼

　４号議案）石田啓三会員より奉仕プロジェクト
「造園奉仕作業日」予定変更の件

　　予定日　平成30年３月15日
　　変更日　平成30年３月21日あるいは、22日
　　＊回覧にて参加人数の多い方に変更承認（例会

ではなく造園作業のみ
3 3 3 3 3 3

となる）
　５号議案）奉仕プロジェクト「開園式」例会（焼肉

招待）準備の件
　　日　時　平成30年３月29日９：30 ～集合
  10：00～作業　12：00～例会
　　　　　　12：30～開園式・焼肉
　　担　当　社会奉仕／青少年奉仕／親睦
　　食事数　別府平和園生徒約44名、職員30名
　　　　　　ロータリアン25名　約99名
　　メニュー　焼肉・おにぎり・フルーツ・飲料　予定
　　予　算　例会食事費、活動支援積立金を活用し

予算合計334,760円
　６号議案）台湾地震に対してお見舞い義捐金協力

の件　＊熊本・大分地震の際、義捐金（50万）を
勘案し、クラブより15万円と有志会員での寄付
を募ることを承認。（一口5,000円）　また、訪問
団の旅程は未定だが、訪問人員は16名が確定

　　歓迎会　平成30年３月24日＊３月22日例会
を変更　18：30～例会　19：00歓迎会

　　場　所　ホテルサンバリーアネックス
　７号議案）慶事規定により「会員誕生お祝い」

実施の件
　　後藤誠一会員３月25日【還暦】／杉本邦弘会員

４月17日【喜寿】
　　＊４月12日を時間変更し「お祝い夜例会」を

開催承認
　８号議案）豊後大野ＲＣより「豊後大野・日出・

別府東３ＲＣ合同花見例会」開催日お知らせの件
　　日　時　平成30年４月17日

＊４月19日を変更
　　　　　　18：30～合同例会　19：00～花見会
　　場　所　斛

ま す

の井ホテル
＊交通手段等は日出ＲＣと調整中

　　会　費　9,000円

　　【2018－19年度

　　会長エレクト研修セミナー（PETS）】

日　時　平成30年３月10日～３月11日

　　　　10日11：00～点鐘／12：10～昼食

　　　　13：00～会長の役割と役務について

　　　　13：30～セッション３－７～

　　　　18：00点鐘　19：00～懇親会

　　　　11日９：00～点鐘　セッション８－11～

　　　　12：30点鐘

場　所　ホルトホール大分

懇親会　ホテル日航大分オアシスタワー

※一力秀次次期会長のご出席をお願いします。

本日は、奉仕活動支援の為の積立ランチを実施

します。会員皆様のご協力をお願い致します。



　９号議案）「第35回全国ＲＣ野球大会」試合日程
決定に係る親睦旅行企画の件

　　試合日　平成30年４月24日　＜第一試合＞
　　　　　　９：00～対大阪くずはＲＣ
　　旅程案　４／ 23出発・前夜祭→４／ 24試合・

応援→４／ 25観光
　　＊４月26日例会を親睦旅行日程へ変更して

企画承認
　10号議案）中長期計画（40周年準備）委員会の

「委員会構成」修正の件
　　＊準備委員会委員に2019－2020年度会長　山下

布美代、幹事　石田啓三　両名を含めた構成に
修正承認【次回委員会：３月８日13：40～】

報告確認事項

　①例会予定の確認
　≪３月：水と衛生月間≫

　　３月１日「新会員卓話」　　　　立川諭暢会員
　　　　　　　於杉乃井ホテル
　　　　８日「第４回クラブ協議会」12：30 ～
　　　　　　　於ホテルサンバリーアネックス
　　　　15日「別府八湯温泉まつり」12：30 ～
　　　　　　　於ホテルサンバリーアネックス
　　　　　　　温泉まつり実行委員会　松尾翔平氏
　　　＊21日あるいは22日造園作業のみ
　　　　　　　（第１回目）
　　　　22日⇒24日「姉妹クラブ昇陽扶輪社歓迎

例会・懇親会」18：30 ～
　　　　　　　於ホテルサンバリーアネックス
　　　　29日「造園作業（第２回目）、例会・開園

式・焼肉大会」於別府平和園
　　　　　　　９：30集合　10：00作業　12：00例会

12：30焼肉
　≪４月：母子の健康月間≫

　　４月５日「新会員卓話」森　憲司会員
　　　　12日「杉本・後藤両会員の喜寿、還暦お祝

い例会」「新会員（森・立川）歓迎会」
　　　　　　　18：30 ～ 於 ホ テ ル サ ン バ リ ー ア

ネックス
　　４月19日⇒17日「豊後大野・日出・別府東３

ＲＣ合同花見」
　　　　　　　18：30 ～於斛

ま す

の井
い

ホテル
　　　　26日⇒23日～25日野球大会含む甲子園

への親睦旅行に変更
　②永田壮一ガバナーよりガバナーノミニー決定の

報告、並びにガバナーノミニー・デジグネート
候補者推薦依頼の件　

　　　ガバナーノミニー
　　　　（2019－2020年度）中津ＲＣ　瀧　満氏
　　　ガバナーノミニー・デジグネート
　　　　（2020－2021年度ガバナー）候補者推薦
　　提出期限　2018年４月20日必着
　　提出先　熊本市中央区手取本町11－１
　　　　　　銀染コア地下１Ｆ
　　　　　　地区事務所内　ガバナー指名委員会　宛
　③次年度「地区青少年交換学生」担当委員を各

クラブより１名選出依頼の件
　　　今回（2018－2019）の事業は、地区より120万

予算が拠出決定。次回からは、別府市内４ＲＣ
単独事業となる。　＊次期青少年奉仕委員長の
中塚茂次氏を選任承認

　④別府中央ＲＣより近隣７ＲＣ親睦ゴルフ大会

　　開催の件
　　日　時　平成30年４月22日

　　　　　　９：17スタート（集合８：30）

　　場　所　城島高原ゴルフクラブ

　　参加費　ゴルフ3,000円　懇親会5,000円

　　　　　　於春香苑18：30 ～

　　　申込締切　４月６日

　⑤山鹿ＲＣより「熊本・大分地震復興支援プロ

ジェクト」山鹿をどりの報告とお礼、並びに

「山鹿をどり」チケット購入のお願い

　　日　時　平成30年４月15日14：30 ～

　　場　所　八千代座（熊本県山鹿市）・山鹿商工

会議所ホール座敷

　　チケット　八千代座観覧5,400円／山鹿商工会議所

ホール座敷15,000円／八千代座観覧・

山鹿商工会議所ホール座敷20,000円

　⑥慶事規定により「荒金信治会員個展」開催に際し

スタンド花１本贈呈（東京銀座：２月20日～）

５．第11回臨時理事・役員会報告（平成30年３月５日

＜持ち回り＞）
審議事項

　１号議案）2018学年度ロータリー米山記念奨学生

当クラブ受入学生決定の件

　　氏　名　尹
イ ン

　麗
レ イ

　華
カ

さん　女性　

　　　　　　国籍　中国・山東省　31歳

　　在籍校　別府大学国際経営学部国際経営学科４年

別府東ロータリークラブ御中

拝啓　早春の候、ますますのご清栄のこととお喜び

申し上げます。

　このたびは、平和園の子どもたちに卒業記念品を

いただき、誠にありがとうございます。

　平和園は2016年４月に、前施設長の定年退職に伴い

大きな転機を迎えました。新施設長には、保育士と

して今まで子どもたちの母となり姉となり多大なる

貢献をしていただいた近藤邦子さんが就任しました。

また、今までなかった副園長という職務を新設し、

一般社会での経験豊かな藤本正彦さんを迎えました。

　新体制になった直後、熊本・大分地震が発生しま

した。当日は、夜明けまで余震が続き、園の中庭で

一晩毛布にくるまり、スタッフと子どもたちが一緒

に過ごしたとのことでした。地震におびえる子ど

もたちをあやしながらのスタッフの適確な判断と対

応に、今後の平和園における子どもたちへの姿勢、

運営、理念等に安堵いたしました。

　また、運営面では、評議員制度が動き始めました。

多職種の方々から様々なお知恵を拝借し、今後ます

ます充実していくことと期待しております。経済面

におきましでも、皆様の度重なるご寄付に支えられ、

子どもたちも安心して暮らせております。いつも

子どもたちのために温かいご支援をありがとうござ

います。

　本来なら拝眉の上、お礼を申し上げるべきでは

ございますが、書中にで失礼いたします。

　本当にありがとうございました。　　　　　敬具

　　　　社会福祉法人　別府平和園　理事長

　　　　セント・ルカ産婦人科　院長　宇津宮隆史



　　奨学期間　2018年４月１日～ 2019年３月31日
　　オリエンテーション
　　日　時　平成30年４月１日13：00 ～
　　場　所　熊本県民交流館パレア　
　　　　　　懇親会：メルパルク熊本
　　※カウンセラー（加藤兼司・桝田　浩・竹内

孝夫）は、オリエンテ－ションへの参加を
お願いします。

６．３月３日11：00～青少年奉仕員会委員の後藤
誠一会員、工藤陽一会員の両名で別府平和園を
訪問し、クラブを代表して中学校卒業５名、高校
卒業生４名に「卒業お祝い」を届けました。又、
３月29日「焼肉招待例会」のご案内も兼ねた説明
とご挨拶をして頂きました。

７．３月６日18：00 ～縁がわに於いて「年代別
会長・幹事との懇親食事会＜70代の部＞」を開催
致しました。

　出席者：長野勝行、杉本邦弘、樽谷壽生、神田　剛、
梅野　保、箕作昭宣、久保田高史　各会員

８．例会変更のお知らせ
　湯布院ＲＣ：３月14日の例会は『新入会員歓

迎会』の為、同日18：30 ～（場所未定）に時間・
場所変更

　別府中央ＲＣ：３月20日の例会は、例会場の
都合により、同日12：30～焼肉春香苑に場所変更

　大分ＲＣ：３月20日の例会は、定款第８条
第１節により『休会』

　中津中央ＲＣ：３月20日の例会は、定款第８条
第１節により『休会』

　大分東ＲＣ：３月22日の例会は、定款第８条
第１節により『休会』

　大分南ＲＣ：３月23日の例会は、定款第８条
第１節により『休会』

９．本日、例会終了後、「中長期計画（40周年準備）
委員会」を開催致します。委員の方は、このまま
例会場にお残りください。

10．次週（３月15日）の例会予定
　「別府八湯温泉まつりについて」

　　　　　温泉まつり実行委員会
松尾翔平氏、ミス別府　早川　愛さん

　＊造園作業日程変更の関係で、12：30～於ホテル
サンバリーアネックスに於いて通常例会となり
ました。お間違えのないようにご注意ください。
多数のご出席をお願いします。

11．本日の回覧　①奉仕プロジェクト造園作業（１回
目）アンケート（３月21日・22日）　②奉仕プロ
ジェクト造園作業（２回目）・「開園式」焼肉招待
例会（３月29日）　③姉妹クラブ台北昇陽扶倫社
歓迎例会・懇親会　出・欠席（３月24日）　④台湾
地震お見舞い義捐金協力申し込み　⑤豊後大野・
日出・別府東３ＲＣ合同花見例会　出・欠席（４月
17日）　⑥近隣７ＲＣ親睦ゴルフ大会参加申し込み

（４月22日）　⑦親睦旅行「第35回全国ＲＣ野球
大会応援ツアー」参加申し込み（４月23 ～ 25日）　　　

12．本日の配布　①2018－2019年度委員会構成

■ お 祝 い

　会員誕生日　岡本　信哉会員（３月８日）
　　　　　　　髙橋　　郁会員（３月12日）
　　　　　　　西　　貴之会員（３月13日）
　夫人誕生日　中村　智子さん（３月11日）
　　　　　　　安部　直美さん（３月12日）
　　　　＊ご自宅にお花とお菓子をお届けします。
　結婚記念日　中村　忠孝会員（３月11日）
　　　　＊ご自宅に特選豊後牛肉をお届けします。
　皆　　　勤　工藤　陽一会員（３月２日＝１年）
　　　　　　　荒金　信治会員（３月４日＝14年）

■ ニコボックス　　　　　　
　70年代、諸先輩方、大変勉強になりました。

変えられるところは変え、次期会長にも引き
継ぎ、今後のロータリー活動に役立させていた
だきます。長野会長３口、久保田幹事１口。

　梅野　保会員　ケガから３ヶ月ぶりに出席する
ことが出来ました。これからもよろしくお願い
します。５口

クラブ管理運営　　　　　委員長　一力　秀次

　ＳＡＡ　　　　　　　　　〃　　山下布美代

　出　　席　　　　　　　　〃　　後藤　誠一

ニコボックス委員会　　　　〃　　工藤　晴生

　　　　　　　　　　　　　　　　（代理　尾方義顕）

　プログラム　　　　　　　〃　　沼田　守生

　親睦委員会　　　　　　　〃　　岡本　信哉

　　　　　　　　　　　　　　　　（代理　中村忠孝）

　ソングリーダー　　　　　〃　　西　　貴之

　　　　　　　　　　　　　　　　（代理　瑞木一博）

会員増強委員会　　　　　　〃　　山下　唱徳

　職業分類・会員増強　　　〃　　山下　唱徳　

　会員選考　　　　　　　　〃　　樽谷　壽生

　　　　　　　　　　　　　　　　（代理　久保田高史）

公共イメージ委員会　　　委員長　瑞木　一博　

　Ｒ情報・雑誌・ＩＴ広報　〃　　瑞木　一博 

奉仕プロジェクト委員会　委員長　桝田　　浩

　職業奉仕　　　　　　　　〃　　工藤　恵美

　　　　　　　　　　　　　　　　（代理　久保田高史）

　社会奉仕　　　　　　　　〃　　桝田　　浩

　ブライダル推進　　　　　〃　　但馬　　建

　　　　　　　　　　　　　　　　（代理　尾方義顕）

　青少年奉仕　　　　　　　〃　　石田　啓三

　国際奉仕　　　　　　　　〃　　中塚　茂次

　　　　　　　　　　　　　　　　（代理　久保田高史）

ロータリー財団委員会　　　〃　　神田　　剛

　米山奨学委員会　　　　　〃　　髙橋　　郁

　　　　　　　　　　　　　　　　（代理　杉本邦弘）

入会３年未満会員（紹介）　　　　 尾方義顕、中村忠孝、工藤陽一、羽田野　徹 ＊委員長を除いて記載

講　　評　　中長期計画委員長　　竹内　孝夫

会長挨拶　　　　　　　　会　長　長野　勝行

出席者紹介　※「委員会活動計画」発表の場で各自自己紹介（在籍年数・職業分類等）　司会　会　長　長野　勝行

【第４回クラブ協議会次第】　　　総合司会　幹事　久保田高史


