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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 ２名

出 席 数 26名 ビジター ７名

欠 席 数 12名 出 席 率 68.42％

前々回の出席率 61.11％ 修正出席率 75％

100％ 通算 1578回

出席規定免除(b)： 岩瀬、西、檀上、箕作

名  誉  会  員 ： 西村

■　メイクアップ

事前　瑞木（別府）　　　

事後（第1859回例会）

　　　石田、羽田野（別府北）、但馬、桝田、

　　　工藤（恵）（別府中央）

■　欠　　席

安部、笠木、工藤（陽）、森、二宮、岡本、髙橋、

詫磨、立川、梅津、山下（唱）

■　点　　鐘 　12時30分
　
■　ロータリーソング 　君が代・それでこそロータリー

■　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　栗山嘉文（大分）、林 昭三、足立洋三、

大塚 茂、井上博隆、甲斐良二（大分中央）、大島
由美子（別府中央）

　
■　ゲ ス ト 
　松

まつ

尾
お

　翔
しょう

平
へい

氏　（別府市観光協会
　　　　　　　　　温泉まつり実行委員会委員）
　早

はや

川
かわ

　　愛
あい

さん（ミス別府）

■ 会長の時間 　　　　　　　会長　長野　勝行

　一昨日、13日の火曜日に90代、80代の皆様と年代別

懇親会を開催しました。クラブの事と言うよりは、

大枠でのロータリーのお話を聞く事が出来ました。

幹事と２人で聞くには勿体ない時間でした。

　今日は、会長の時間を利用させて頂いて少しご紹介

したいと思います。

　まずは、例会出席に関して、折角の貴重な出会い

の場に欠席をするのは勿体ない。ロータリーの良さ

は人々とのつながりであるという事。

　AIやIOT等、これからの世の中はめまぐるしく

変わっていく中で、その時代に合った若い人達の

発想を大事にしなさいとも仰って頂きました。

　ロータリーの事、人生の事を深く考える機会を

頂いた、貴重な時間でした。

　その後は、岩瀬会員と２次会、３次会でお世話に

なりました。

　ありがとうございました。



■ 幹事報告　　　　　　　　　幹事　久保田高史

１．2018学年度米山奨学生・カウンセラーのための
オリエンテーション開催のお知らせ

　日　　時　平成30年４月１日13：00 ～ 16：00
　場　　所　熊本県民交流館パレア
　懇 親 会　メルパルク熊本（ロータリアン会費
　　　　　　5,000円）16：30 ～
　＊昨年度より大分・熊本合同での開催になってい

ます。加藤兼司、桝田　浩、竹内孝夫　各カウン
セラーの参加をお願いします。

２．ＲＩ第2720地区会長ノミニー研修セミナー開催
のお知らせ

　日　　時　平成30年５月19日13：00 ～ 16：00
　場　　所　ホルトホール大分
　出席義務者　会長ノミニー（2019－2020年度会長）
　代理出席　当日予定が入っている方の代理として

幹事ノミニー、あるいは会長デジグ
ネート　＊山下布美代会長ノミニーの
ご出席をお願いします。

３．奉仕プロジェクト「造園奉仕作業（第１回目）」
のお知らせ

　日　　時　平成30年３月21日（祝水）
　　　　　　10：00 ～ 12：00
　場　　所　別府平和園・園庭
　＊例会と別に行います。昼食はありません。作業

のできる服装でご参加ください。多数のご協力
をお願いします。

　＊理事会承認の奉仕プロジェクトのため、参加は
ＭＵ扱いとなります。

４．３月10日～ 11日ホルトホール大分に於いて
　「2018－2019年 度 会 長 エ レ ク ト 研 修 セ ミ ナ ー
（PETS）」が開催され、一力秀次次年度会長が
出席されました。

５．３月13日18：00～まさきに於いて「年代別
会長・幹事との懇親食事会＜80・90代の部＞」を
開催致しました。

　出席者：長野勝行、黒岩　英、岩瀬公男、永嶋政人、
久保田高史　各会員

６．３月14日14：00～ホテル白菊に於いて「別府
市内４ＲＣ会長・幹事会」が開催され、長野勝行
会長、次年度青少年奉仕委員長の中塚茂次会員が
出席され『2018－2019年度地区青少年交換事業』
についての話し合いを致しました。

７．くにさきＲＣより幹事交代及び事務局移転の
お知らせ

　　３月末で幹事が県外への転勤に伴い、年度途中
で次年度幹事と交代することになり、事務局も
移転しますのでお知らせします。

　　クラブ幹事　小川芳明氏→髙橋とし子氏
（７月より引き続き2018－2019年度幹事）　

　　事務局　国東市民病院→特別養護老人ホーム
　　　　鈴鳴荘内（国東市安岐町下山口）
　　　　（0978-67-2626 ／ FAX　0978-67-3181）
８．例会変更のお知らせ
　日出ＲＣ：３月20日の例会は、定款第８条第

１節により『休会』
　竹田ＲＣ：３月20日の例会は『地区大会全員

出席』の為、３月17日に変更

　大分臨海ＲＣ：３月26日の例会は、定款第
８条第１節により『休会』

　大分1985ＲＣ：３月26日の例会は『創立記念
例会』の為、同日19：00～にしおかに時間・
場所変更

　大分中央ＲＣ：３月27日の例会は、定款第
８条第１節により『休会』

　別府中央ＲＣ：３月27日の例会は『花見例会』
の為、同日18：30～春香苑に時間・場所変更

　中津平成ＲＣ：３月29日の例会は『夜例会』
の為、同日18：30～グランプラザ中津ホテルに
時間変更

　宇佐ＲＣ：３月29日の例会は、定款第８条
第１節により『休会』

　大分東ＲＣ：３月29日の例会は『夜の例会』の
為、同日18：30～いかしょうに時間・場所変更

　大分南ＲＣ：３月30日の例会は『夜の親睦
例会』の為、同日18：30～水元に時間・場所
変更

９．本日、13：40～例会終了後「第12回臨時理事・
役員会」を開催します。関係の方は、このまま
例会場にお残りください。

10．次週、３月22日例会は、３月24日18：30～
ホテルサンバリーアネックスに変更して「姉妹
クラブ歓迎例会・懇親会」を開催します。

11．次週（３月24日）の例会予定
　「ＲＩ第3481地区台北昇陽扶倫社歓迎例会・

懇親会」18：30～於ホテルサンバリーアネックス
　＊姉妹クラブより会員10名、ご家族含め総勢18名

が来別されます。多数のご参加をお願いします。
12．本日の回覧　①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）　②台湾地震

≪４月の例会≫
予定変更が多くなりますのでご注意ください。

平成30年４月５日12：30 ～杉乃井ホテル
　「新会員卓話」　　　　　　森　憲司会員卓話
平成30年４月12日18：30 ～会場未定
　「会員お祝い例会・新会員歓迎会」
　「杉本邦弘会員喜寿、後藤誠一会員還暦の

お祝いと森憲司、立川諭暢各会員　歓迎会」
　＊会場は後日お知らせします、日程確認のみ

お願いします。
平成30年４月17日18：30 ～斛

ます

の井ホテル
＊４月19日を変更

　「豊後大野・日出・別府東３ＲＣ合同花見例会」
　＊日出ＲＣ会員と一緒にバスで現地へ向かい

ます。
平成30年４月23日から25日
　「第35回全国ＲＣ野球大会」観戦と親睦旅行
　４月23日　全国野球大会前夜祭　18：00 ～
　　　　　　於ホテルヒューイット甲子園
　４月24日　試合・応援　９：00 ～
　　　　　　於甲子園球場　
　　　　　　対戦チーム　大阪くずはＲＣ
　４月25日　観光（予定）　別府へ戻り
　＊４月26日例会を変更して「親睦旅行」
　　企画中。詳細は後日お知らせします。

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。



お見舞い義捐金協力申し込み　＊歓迎例会の席上
で贈呈します　③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）　④豊
後大野・日出・別府東３ＲＣ合同花見例会　出・
欠席（４月17日）　⑤近隣７ＲＣ親睦ゴルフ大会
参加申し込み（４月22日）　⑥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）　⑦杵築ＲＣ週報　⑧大分南ＲＣ創立
40周年記念誌

13．本日の配布　①週報№ 1860

■ お 祝 い

　夫人誕生日　岩瀬　恵子さん（３月15日）
　　　　　　　工藤　千恵さん（３月20日）
　　　　　　　　　（陽一）
　　　　＊ご自宅にお花とお菓子をお届けします。
　結婚記念日　工藤　陽一会員（３月20日）
　　　　＊ご自宅に特選豊後牛肉をお届けします。
　皆　　　勤　但馬　　建会員（３月13日＝10年）

■ ニコボックス　　　　　　委員長　工藤　晴生
　荒金信治ガバナー補佐　別府東ＲＣ会員の皆様
　　弥生の月のゆるやかさを肌で感じるこの頃です

がいかがお過ごしでしょうか。二月の東京銀座
画廊での個展では立派な御生花をいただきまし
たこと、ありがとうございました。心の宝物を
いただいたようでした。私の五十年来の夢の
実現でした。まだまだ未熟でさまざまな反省点も
多くありますが、これをこのスタートにしたい
と思っています。書の世界の魅力はどこまでも
深く限りなく廣いものです。これからも自分の
歩幅で精進していきたいものです。ありがとう
ございました。（荒金大琳拝）１０口

　幸　光喜会員　平成29年分所得税の確定申告が
やっと終わりました。１０口

　永嶋先輩、黒岩先輩、岩瀬先輩、色々なお話
を聞かせていただき、大変勉強になりました。
ありがとうございました。岩瀬先輩、その後、
２次会、３次会とごちそうさまでした。あり
がとうございます。長野会長３口、久保田幹事

１口。

【2017－2018年度　RI第2720地区「地区大会」】

平成30年３月16日
於熊本市民会館シアーズホーム
　15：00「会長・幹事・ガバナー補佐会議」
　16：00「地区指導者研修セミナー」
　18：00「RI会長代理歓迎晩餐会・希望交流会」
　　　　　於熊本ホテルキャッスル
平成30年３月17日
於熊本市民会館シアーズホーム
　10：00　点鐘　参加クラブ紹介
　10：30　物故会員追悼（千壽健夫・持永登茂）
　11：20　ＲＩ会長代理挨拶アドレス
　12：50　熊本・大分地震復興へのあゆみ
　13：50　ガバナー賞表彰～ 15：15点鐘
　15：30　記念講演
　「日本をとりまく安全保障の知られざる現実」
　　ジャーナリスト　井上和彦氏～ 17：00
　＊荒金・長野・久保田・桝田・竹内・一力・

羽田野・西　以上８名、友永葉子さんの参加
を宜しくお願いします。（登録のみ：杉本・
瑞木・中塚・森・詫間・沼田　６名）

　別府八湯温泉まつりは、明治
43年に別府商業会（現在の別府
商工会議所）が「温泉市大売出し」
を企画し、農閑期である11月
に開催するようになったのが
始まりとされる別府を代表する
まつりです。また、大正８年には
南部の長谷神社と愛宕神社を合
祀し、旧別府公園に温泉神社が

創建され、その神事として現在の御旅所まで御神幸
されるようになりました。
　昭和の初めには、この「温泉市大売出し」と「温泉
神社の神事」が融合し、「豊年祭り」という名称で、
現在のように４月１日から開催されるようになり、
大売出しという商業的イベントとして次第に賑やか
で盛大なまつりとなっていきました。
　昭和６年には、「豊年祭り」から「温泉祭り」に
改称して、別府温泉祭奉賛会の主催で４月１日から
５日までの日程で行われました。このときから現在
の「別府八湯温泉まつり」のような盛大なイベント

に発展していったようです。
　この年の温泉祭りは、史料によると、楠港桟橋から
流川、松原両通りにかけて数十万人の人出があり、
路上で寸劇を行う八十八組の仁輪加隊が街を練り
歩き、温泉神社、松原公園、海門寺公園では鷽替え
が連日行われたと記録されています。ただし、のち
にまつりの中心となった御輿の御神幸や神輿への
湯かけはまだ行われなかったようです。
　終戦前後に一時中断しましたが、温泉の恵みに感謝
するまつりとして復活し、現在に続いています。
　平成13年には現在の「別府八湯温泉まつり」と
改称して、全市をあげてのまつり行事として盛大に
行われるようになりました。
　また、現在では御神火採火式などの開会行事は
同神社で執り行われています。なお、期間中に開催
される「扇山火まつり」は、昭和51年に、それまでの
春の野焼きを発展させたもので、別府の春の風物詩
となっています。
今年度の温泉まつりの日程
３月30日（金）温泉まつり　前夜祭（１日目）

温泉まつり実行委員会委員　　松　尾　翔　平 氏



・御神火採火式【会場：朝見神社】９：00～ 10：00
・扇山火まつり【会場：別府扇山ゴルフ場】
　　18：30～（火入れ予定）
・八十八湯の温泉無料開放
・べっぷ フロマラソン出発式【会場：別府駅前】
　　６：30～７：00
３月31日（土）温泉まつり　前夜祭（２回目）

・温泉バス【会場：別府駅前】10：00 ～ 16：00
・温泉タクシー【会場：別府駅前】10：00～14：00
・湯けむりお接待【会場：別府市内各地域まつり会場】
・丼フェスべっぷ駅市場【会場：べっぷ駅市場】
　　11：00～（売切終了）
・温泉CAFE【会場：トキハ別府店正面玄関広場】
　　12：00～18：00　（ミス別府表彰式　14：00 ～

14：30）　（お楽しみ抽選会　14：30～15：00）　
（温泉道名人集合イベント　温泉まつりだよ！ 
全員集合15：00～17：00）

・八十八湯の温泉無料開放
・べっぷ フロマラソン
４月１日（日）温泉感謝の日

【会場：別府八幡朝見神社】
　開会奉告祭・別府八湯献湯祭　９：00～10：00

【会場：別府駅前通り会場】
　①にわか隊10：30～11：00　②ふれあい踊り11：45

～12：30　③太極拳演武12：30～12：40オープ
ニングセレモニー 12：50～13：00　④湯けむり
総パレード13：00～14：00　⑤神輿の祭典14：00～
15：00　⑥湯・ぶっかけまつり15：00～16：00
八十八湯の温泉無料開放　べっぷ フロマラソン
にわか隊巡行　丼フェスべっぷ駅市場【会場：
べっぷ駅市場】11：00～（売切終了）　温泉CAFE

【会場：トキハ別府店正面玄関広場】11：00～
16：00　「帰ってきた！ 油屋熊八さん」movie公開
記念イベント　【会場：別府ブルーバード劇場】
11：00～12：00

４月２日（月）

　地獄めぐりへご招待（地獄めぐり無料開放）
　　８：00 ～ 17：00
　４月２日は別府市の有名な観光施設「地獄めぐり」

が別府市在住・70歳以上の方を対象に無料開放と
なります！

参考「べっぷ フロマラソン参加者」

　平成28年…１種類

　　　フロマラソン（42.195）参加者55名　
　平成29年…２種類

　　　フロマラソン（42.195）参加者61名
　ハーフロマラソン（22.195）参加者41名　計102名　
　平成30年…３種類

　　　フロマラソン（42.195）参加者57名
　ハーフロマラソン（22.195）参加者56名
　　超フロマラソン（88.195）参加者27名　計140名

【ミス別府の紹介と別府市ＰＲ】

　皆様、こんにちは！　ミス別府の早川　愛と申します。
　本日は、皆様にミス別府の活動内容を知っていた
だきたく、この場にお伺いさせていただきました。
　ミス別府は、毎年４月の別府八湯温泉まつりにて
選任そして表彰を受け、活動を行っております。
　主な活動内容としましては、別府八湯温泉まつり・
別府鶴見岳一気登山大会・べっぷ火の海まつり・
べっぷクリスマスHanabiファンタジアをはじめと

する別府市内のおまつり・催しへの出演のほか、県外
にて開催される「北九州わっしょい百万夏まつり」
や「熊本火の国まつり」、「長崎ランタンフェスティ
バル」など、様々なお祭りへご参加させていただき、
別府市のPRを行うことが主な内容となっています。
　せっかくのこの貴重な機会ですので、この場を
お借りして、皆様へ私が愛するこの別府市のＰＲを
させていただきたいと思います。
　別府市は、鶴見岳の裾野が瀬戸内海に向けて広がる
なだらかな扇状地にあり、海と山に囲まれた自然
豊かな場所です。町のあちらこちらから立ち上る
湯けむりの風景は、「21世紀に残したい日本の風景」
第２位にも選ばれ、別府の象徴となっております。
　市内には、それぞれ趣のことなる八つの温泉地、
別府八湯があり、１日13万キロリットルを湧出する
温泉は日本一の湧出量と源泉数を誇ります。
　また、国際観光温泉文化都市の別府として、市民
をあげてまちづくりを行っています。地元のボラン
ティアもまちづくりに精力的に参加しており、ボラン
ティアガイドが別府八湯をご案内する、「別府八湯
ウォーク」も、観光客のみなさんに喜んでいただいて
います。自分の町を愛する地元住民の方によるもの
で、有名な観光地だけではなく地元住民のおすすめ
スポットを、ゆっくり解説を交えながら楽しく散策
をしていただけます。
　さて、旅行の楽しみとして、お食事も大切ですね。
別府は、海や山の新鮮な食材の宝庫のため、旅館や
ホテルでは最高級の食事を堪能できますが、今回
お勧めしたいのは、別府ならではの安くておいしく、
人情あふれるお店のＢ級グルメです。Ｂ級グルメと
いっても味はＡ級で、昔から別府市民の生活の溶
け込んだお店のとっておきメニューです。中でも、
大分県の名物料理の「とり天」は、全国的にもその名
が浸透してきましたが、大正15年に別府の洋食屋
さんから生まれた料理です。酢醤油とからしをつけ
るのがポピュラーな食べ方です。また、これからの
暖かくなる時期特に皆様にお勧めしたいのは「別府
冷麺」です。別府では冷麺が専門店や焼き肉店など
多くのお店で食べることができ、お店によって様々
な冷麺が味わえます。この時期だけではなく、１年中
食べられるお店がほとんどですのでお越しの際は
是非召し上がっていただきたいと思います。
　別府での楽しみ方は一言では言い尽くすことが
できません。ぜひ別府にお越しいただき、実際に
見て、感じてください。思い出深い旅の１ページに
なることはまちがいありません。
　あふれる温泉とおもてなしの町、別府が、皆様の
お越しを心よりお待ちしております。

長野会長とミス別府　早川　愛さん


