
“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

菜の花　由布院
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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 18名

出 席 数 26名 ビジター ４名

欠 席 数 12名 出 席 率 68.42％

前々回の出席率 58.82％ 修正出席率 73.53％

100％ 通算 1578回

出席規定免除(b)： 岩瀬、黒岩、幸、檀上

名  誉  会  員 ： 西村

■　メイクアップ

事前　但馬（別府中央）　　　

事後（第1860回例会）

　　　工藤（恵）、髙橋（別府中央）、西（貴）

　　　（地区大会）

■　欠　　席

後藤、石田、工藤（恵）、工藤（晴）、森、中村、

岡本、髙橋、詫磨、山下（唱）、梅津

第1861回例会の訂正　欠席の工藤陽一会員は工藤
晴生会員の誤りでした。訂正してお詫び致します。
申し訳ありませんでした。

※３月22日を変更して「姉妹クラブ台北昇陽扶
輪社歓迎例会・懇親会」を開催。

■　点　　鐘 　18時30分

■　ロータリーソング 　君が代・手に手つないで

■　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 　工藤洋市（大分）、井上博隆、甲斐

良二（大分中央）、大島由美子（別府中央）

■　ゲ ス ト 　

　鄭福連氏　P　Otto

　　（RI第3481地区台北昇陽扶輪社　会長）

　李家嫻様（　　　　　〃　　　　令夫人）

　江佳蓉様　S　Evie

　　（RI第3481地区台北昇陽扶輪社　幹事）

　花千尋様　VP　Michelle（　　　〃　　　副会長／

　　国際奉仕委員長）

　李鴻源氏　PE　Alex （　〃　2018－19年度　会長）

　鄭　雲様　PP　April（　〃　2005－06年度　会長）

　詹明珠様　PP　Judy （　〃　2007－08年度　会長）

　陳素月様　PP　Flower（　〃　2009－10年度　会長）

　王鏡涵氏　CP　Philip

　　（RI第3521地区永都扶輪社　創立会長）

　游子雯様　Connie

　　（RI第3481地区台北昇陽扶輪社　前事務局）

　陳美滿様（鄭福連会長ご夫妻　友人）

　孟香琴様（　　　　　〃　　　　　）

　陳芳玲様（鄭　雲　さん　友人）

　歐睿渝様（江佳蓉 幹事　御母堂様）

　鄭宇秀様（江佳蓉 幹事 友人）

　凌玉英様（　　　　〃　　　　）

　陳旦暉氏（　　　　〃　　　　）

　張筱筠様（添乗員／通訳）



■ 会長の時間　　　　　　　　会長　長野　勝行
　本日は、台湾より鄭福連会長をはじめとする台北
昇陽扶論社のメンバーと社友の皆様が総勢18名で別
府にお越し下さいました。心より歓迎申し上げます。
　本日、福岡空港に到着し数名でお出迎えをしまし
た。福岡空港で違う機の事故の影響で到着が３時間
程遅れましたが、台北昇陽扶論社の皆様は、福岡で
観光をして先程、別府に到着しました。
　前回、別府に来られたのは2016年の12月ですので、
約１年半ぶりですが、我々が昨年の６月に台北を
訪れていますので、お会いするのは約10ヵ月ぶりに
なります。今後も、相互訪問などの交流を通じて、
更に相互の友情を深められるようにしていきたいと
思っています。短い期間ですが、出来る限りのおも
てなしをさせて頂こうと思います。

■ 幹事報告　　　　　　　　　幹事　久保田高史

１．第12回臨時理事・役員会報告
　（平成30年３月15日13：40 ～於ホテルサンバ

リーアネックス　13名出席）
審議事項

　１号議案）ＲＩ第3481地区台北昇陽扶倫社歓迎
例会・懇親会会費の件

　　日　時　平成30年３月24日18：30 ～例会
　　場　所　ホテルサンバリーアネックス
　　来訪者　会員９名、家族・友人８名＋添乗員＝

18名
　　会　費　5,000円　　＊サンバリーへは7,000円
　　　　　　（飲込）注文承認
　　お土産　30,000 ～ 40,000円／会長、クラブ宛
　　　　　　準備
　　通　訳　１人5,000円　２名手配済み
　２号議案）会員お祝い会（杉本喜寿・後藤還暦

祝い）並びに新会員歓迎会開催の件
　　日　時　平成30年４月12日18：30 ～
　　場　所　ドラゴン厨房
　　会　費　3,000円（例会食費より補填あり）
　３号議案）「豊後大野・日出・別府東３ＲＣ合同

花見例会」参加者へ会費補助の件
　　日　時　平成30年４月17日18：30 ～
　　場　所　斛

ま す

の井ホテル
　　会　費　9,000円（参加者へは食費から補填あり）
　　＊日出ＲＣと折半にて送迎バスを準備（例会

食費より）
　４号議案）週報作成の為、公共イメージ委員会

よりデジタルカメラ新規購入依頼の件
　　＊提案２機種より18,144円（光学８倍ズーム／

2000万画素）を購入承認
報告事項

　１号議案）奉仕プロジェクト造園奉仕作業の件
　　・石田啓三青少年奉仕委員長担当により３月

17日に事前作業を完了
　　・第２回造園作業３月29日10：00 ～ 11：30

花壇への花植え作業実施
　２号議案）別府東ＲＣ創立40周年記念式典開催日

の件
　　開催日　2019年（平成31）５月11日
　　　　　　於ホテルサンバリーアネックス

２． ３ 月16日 15：00 ～ 熊 本 市 民 会 館 シ ア ー ズ
ホームに於いて「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」が開催され、
荒金信治大分第３グループガバナー補佐、長野
勝行会長、久保田高史幹事の３名で出席致しま
した。続いて18：00～熊本ホテルキャッスルに
移動し「ＲＩ会長代理歓迎晩餐会・希望交流会」
となり、荒金信治大分第３グループガバナー補佐、
長野勝行会長、久保田高史幹事、一力秀次次年度
会長が出席致しました。

３．３月17日10：00～熊本市民会館シアーズホー
ムに於いて2017－2018年度ＲＩ第2720地区「地区
大会本会議」が開催されました。当クラブからは
財団学友の友永葉子さんを含め、９名が出席しま
した。

　出席者：荒金信治、長野勝行、久保田高史、桝田　
浩、竹内孝夫、一力秀次、羽田野　徹、
西　貴之　各会員（登録のみ：杉本邦弘、
瑞木一博、中塚茂次、森憲司、詫磨康雄、
沼田守生　各会員）

４．３月20日18：00 ～作（SA－COO）に於いて
「年代別会長・幹事との懇親食事会＜50代の部＞」
を開催致しました。

　出席者：長野勝行、久保田高史、工藤恵美、桝田　
浩、髙橋　郁、中塚茂次、一力秀次、石
田啓三、梅津　亮、安部　勇、中村忠孝、
竹内孝夫、山下布美代、後藤誠一、沼田
守生　各会員

５．３月24日９：55福岡空港着で来訪される姉妹
クラブ台北昇陽扶輪社メンバーの出迎えにクラブ
を代表して長野勝行会長、一力秀次次年度会長、
中塚茂次国際奉仕委員長、竹内孝夫会員、桝田　浩
会員、久保田高史幹事の６名で行って参りました。

６．杵築ＲＣより幹事交代のお知らせ
　　３月26日付、幹事の転勤に伴い年度途中で次年度

幹事と交替することになりました。
　　現幹事　井ノ上雅弘氏
　　　　　　　　↓
　　新幹事　中野　健一氏（７月から引き続き2018－

2019年度幹事を務めます）
７．例会変更のお知らせ
　竹田ＲＣ：４月３日の例会は『夜間花見例会』

の為、同日18：30 ～いこいの広場（十六羅漢
下公園）に時間・場所変更

　別府北ＲＣ：４月４日の例会は『家族花見例
会』の為、同日18：00 ～鈴よしに時間・場所変更

　宇佐ＲＣ：４月５日の例会は『花見例会』の
為、同日18：30～米沢観光園に時間・場所変更

　杵築ＲＣ：４月６日の例会は『歓送迎会』の
為、４月７日18：00 ～さつき（山香）に開催
日時・場所変更

８．次週（３月２９日）の例会予定
　「奉仕プロジェクト造園作業（レンガ積み作業・

花壇への花植え作業」

　「開園式並びに焼肉招待会」　於別府平和園
　＊３月21日は、生憎の雨天となり、１回目の

造園（レンガ積み作業）が実施できなかった
関係で３月29日は, １日だけの集中作業になり
ます。集合時間を早めて作業に取りかかります
ので、会員皆様方のご協力をよろしくお願い致
します。作業のできる服装でご出席ください。

本日は「姉妹クラブＲＩ第 3481 地区台北昇陽

扶輪社歓迎例会・懇親会」を開催します



　　　９：00集合　９：30レンガ積み、花壇の植え
つけ作業、焼肉準備

　　　12：00例会　12：30食事（焼肉） ～片付け作業

９．本日の配布　①週報№ 1861

■ お 祝 い

　会員誕生日　後藤　誠一会員（３月25日）
　　　　＊４月12日「お祝い会」を企画しています。

　夫人誕生日　幸　　玲子さん（３月26日）
　　　　＊ご自宅にお花とお菓子をお届けします。
　結婚記念日　樽谷　壽生会員（３月26日）
　　　　　　　幸　　光喜会員（３月28日）
　　　　＊ご自宅に特選豊後牛肉をお届けします。
　皆　　　勤　岡本　信哉会員（３月22日＝６年）
　　　　　　　工藤　恵美会員（３月22日＝６年）

会長の時間

ＲＩ第3481地区
 台北昇陽扶輪社歓迎例会・懇親会次第

【例会】18時30分　司会　沼田守生プログラム委員長
点　鐘　　　　　　　　別府東ＲＣ会長　長野勝行
君が代斉唱　　　　　　ソングリーダー　尾方義顕
中華民國國歌斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」
ゲスト・ビジター紹介　別府東ＲＣ会長　長野勝行
会長の時間　　　　　　別府東ＲＣ会長　長野勝行
姉妹クラブ会長の時間　台北昇陽扶輪社社長　鄭福連氏
点　鐘　　　　　　　　別府東ＲＣ会長　長野勝行

＜記念写真撮影＞

【懇親会】19時00分　司会　羽田野　徹（親睦委員）
開会のことば　　ＲＩ第2720地区大分第３グループ
　　　　　　　　　　　　ガバナー補佐　荒金信治
別府東ＲＣ会長　歓迎あいさつ
　　　　　　　　　　　別府東ＲＣ会長　長野勝行
台北昇陽扶輪社会長あいさつ
　　　　　　　　　台北昇陽扶輪社社長　鄭福連氏
乾　杯　　　　　　別府商工会議所会頭　西　謙二

（2005－2006年度会長）
歓　談
別府東ＲＣから昇陽扶輪社へお土産贈呈
昇陽扶輪社から別府東ＲＣへ記念品贈呈
地震見舞義捐金の贈呈
余　興（カラオケ大会）
手に手つないで
閉会のことば　　別府東ＲＣ次年度会長　一力秀次

一力秀次　次期会長

とき：2018年３月24日（土）　　ところ：ホテルサンバリーアネックス








昇陽クラブによる記念品贈呈 台湾地震義捐金別府東ＲＣより竹工芸品を贈呈

二宮会員、昇陽友人、テーブル担当 事務局 今村さん、工藤（陽）、山下（布）、西　 各会員尾方、梅野、竹内、中塚、笠木　各会員、事務局 サニーさん

オットー会長夫妻、桝田会員、久保田幹事、長野会長 オットー会長と笠木会員、瑞木会員

神田、杉本、箕作、二宮　各会員 立川、沼田、中塚、樽谷、一力、永嶋　各会員

カラオケ大会　竹内会員、桝田会員昇陽の皆さんによる日本語の歌の披露

ロータリーソング「手に手つないで」 懇親会司会の羽田野会員


