
“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

春爛漫　富士山

－　母子の健康月間　－　
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■ 出席報告　　　　　　

本
　
　
日

会員総数 42名 ゲ ス ト ４名

出 席 数 28名 ビジター ０名

欠 席 数 10名 出 席 率 73.68％

前々回の出席率 68.42％ 修正出席率 78.95％

100％ 通算 1578回

出席規定免除(a)： 荒金

出席規定免除(b)： 西、檀上、梅野

■　メイクアップ

事後（第1862回例会）

　　　後藤、工藤（恵）、中村（別府中央）

■　欠　　席

安部、石田、但馬、詫磨、岡本、中塚、梅津、

笠木、工藤（晴）、髙橋

■　点　　鐘 　12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

■　ゲ ス ト 　

　尹
イン

　麗
レイ

　華
カ

さん（2018学年度米山奨学生／別府大学

国際経営学部国際経営学科４年在籍　中国籍）

　長
なが

野
の

　星
せ

菜
な

さん（2018－19年度地区青少年交換派遣

学生／別府鶴見丘高等学校普通科１年生在籍）

　馬
ま

〆
じめ

　昌
まさ

実
み

氏（2017－18年度地区青少年交換委員会

委員／別府ＲＣ）

　西
に し

村
む ら

　駿
しゅん

一
い ち

氏（別府市美術館　館長／別府東ＲＣ

名誉会員）

■　会長の時間 　　　　　　　会長　長野　勝行

　先週は、平和園での造園作業、お疲れ様でした。

　石田会員の指導の下、立派なエントランス通路を

完成する事が出来ました。９時集合という早い時間

からの作業にも関わらず、多くの皆様に参加して

頂きありがとうございました。その後の焼き肉でも

施設の子ども達と職員の皆様も交えて、よい交流が

出来たのではないかと思います。そして、その焼き肉

が出来たのも、第２週、３週例会で皆様にご協力

頂いた奉仕支援ランチでの積立が大きかったと思い

ます。改めまして、会員皆様のご協力に感謝申し上

げます。今回の事業で、ロータリーの神髄でもある

「奉仕」の中でも社会奉仕、青少年奉仕を一度に体現

できた事も大きな成果だったと思います。次年度も

引き続き少しでも支援できたらよいと思います。



■ 幹事報告　　　　　　　　　幹事　久保田高史

１．４月１日13：00 ～熊本県民交流館パレアに

於いて「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」、16：30～メルパルク

熊本に於いて「懇親会」が開催されました。

　出席者：長野勝行会長、桝田　浩カウンセラー、

竹内孝夫カウンセラー

２．本日、11：45 ～杉乃井ホテル喫茶アゼリアに

於いて「第10回定例理事・役員会」を開催しました。

３．次週（４月12日）は、17：00～ドラゴン厨房

に於いて「中長期計画（40周年）準備委員会」を

開催します。関係の方は、ご出席をお願いします。

４．例会変更のお知らせ

　湯布院ＲＣ：４月11日の例会は『地区研修・

協議会』出席の為、４月８日10：00～ホルト

ホール大分に開催日時・場所変更

　宇佐ＲＣ：４月12日の例会は『職場訪問例会』

の為、同日13：00～味一ねぎ広域集出荷施設に

時間・場所変更

　大分1985ＲＣ：４月16日の例会は『職場例会』

の為、同日12：30～愛育学園はばたきに場所

変更

　津久見ＲＣ：４月17日の例会は『夜間例会』

の為、同日18：30 ～浜茶屋に時間・場所変更

　中津平成ＲＣ：４月19日の例会は『夜の例会』

の為、同日18：30～グランプラザ中津ホテルに

時間変更

５．次週（４月12日）の例会予定

　「杉本邦弘会員・後藤誠一会員お祝い例会並びに

新会員（森　憲司、立川諭暢）歓迎会」

　　※18：30～ドラゴン厨房（駅前町12－19　タッチ

ビル１Ｆ）に変更です。当クラブ貸切りでの

開催となりますので、多数のご参加をお願い

致します。

６．本日の回覧

　①会員お祝い例会並びに新会員歓迎会出・欠席

（４月12日）

　②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）

　③親睦旅行出発式例会出・欠席（４月23日）

　④（一財）TAO文化振興財団より「TAO芸術村」

設立と広告スポンサー募集のお願い

　⑤別府平和園・児童養護施設別府平和園理事長　

宇津宮隆史氏、施設長近藤邦子氏より礼状

　⑥姉妹クラブ台北昇陽扶輪社年度交代式訪問団

参加申し込み（６月23～25日）

　⑦Rotary　Exchange　Program受入学生、派遣学生

情報

　⑧「姉妹クラブ台北昇陽扶輪社歓迎例会懇親会」

今日新聞社　３月30日付　掲載記事

　⑨竹田、中津　各ＲＣ週報

　⑩End　Polio　Now：「歴史に１ページを刻もう」

キャンペーン感謝状

　⑪2017－2018年度ＲＩ第2720地区RAC「地区新聞

第２号」

７．本日の配布

　①ロータリーの友　４月号

　②週報№1862

　③週報№1863

　④姉妹クラブ台北昇陽扶輪社歓迎例会懇親会

記念写真

■ お 祝 い

　夫人誕生日　岡本　愛子さん（４月５日）

　　　　　　　中塚　晶子さん（４月７日）

　　　　＊ご自宅にお花とお菓子をお届けします。

■ ニコボックス　　　　　　

　西村駿一名誉会員　皆さんにお会いできて幸せ

です。（多額のニコボックスをいただきました）

≪2018－2019年度地区研修・協議会≫

　
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

出席義務者：一力秀次次期会長、沼田守生次期

幹事、山下布美代管理運営、瑞木一博

公共イメージ、羽田野徹会員増強、

桝田　浩職業奉仕、神田　剛社会奉仕、

竹内孝夫国際奉仕、中塚茂次青少年

奉仕、杉本邦弘Ｒ財団、梅野　保米山

記念奨学　以上、次年度各委員長の

ご参加をお願いします。

≪豊後大野・日出・別府東３ＲＣ合同花見例会≫

　
日　時　平成30年４月17日

　　　　18：30 ～例会／19：00～花見会

場　所　斛の井ホテル　＊４月19日を変更

　※日出ＲＣと一緒のバスに乗り合って斛の井

ホテルへ向かいます。

　　　　17：00ホテルサンバリーアネックス

出発予定

　　　　荒金信治、長野勝行、一力秀次、杉本

邦弘、神田　剛、幸　光喜、瑞木一博、

桝田　浩、梅野　保、竹内孝夫、山下

布美代、沼田守生、二宮秀行、尾方

義顕、久保田高史　各会員のご出席を

お願いします。



工藤恵美会員　今年も温泉まつり、盛大に開催

　　されました。今年もおみこしをかつがせていた

だきました。大変感動しました。湯かけまつり

も、たっぷり別府のお湯をかけてもらいました。

また来年も出ますよ！　１口

　中村忠孝会員　先週の作業、お疲れ様でした。

欠席してすみません。３口させていただきます。

　尾方義顕会員　別府八湯温泉まつり　神輿部会　

部会長としまして、今年の神輿の御巡行を何事

も無く、無事行う事ができました。そして、別府

八湯温泉まつりで、皆さまには多大なご協力を

頂きまして大変ありがとうございました。５口

　馬〆昌実会員（別府ＲＣ）　次年度、青少年交換

がうまくいきますように。１口

　皆様こんにちは。

　１月に入会させて頂きました森　憲司と申します。

どうぞ宜しくお願い致します。

　まずは入会してから現在まで、仕事が年度末で

忙しくロータリークラブの活動に参加できず、大変

申し訳ありませんでした。

　また、昨年は別府青年会議所の理事長としてご協力

頂きまして、誠にありがとうございました。

　今年で40歳と別府青年会議所を卒業する年でも

あり、前厄の年でもあります。

　１月から車を二度ぶつけられ、３月には手を怪我

するなど今年に入って良い事がありませんが、しっ

かりと乗り越えて行きたいと思います。

　簡単な自己紹介をさせて頂きます。

　小学校は別府市立鶴見小学校で中学校は別府市立

青山中学校を卒業し、大分県立青山高校に進学しま

した。

　現在の翔青高校です。

　卒業後、父が経営する㈱森工機に入社しました。

　会社の業務内容は管工事業をしております。

　管工事業と言っても皆様にはわかりにくいと思い

ますので簡単に説明させて頂きます。

　今、皆様がいるこの部屋にもエアコンや換気扇等

が、天井内や壁の中に見えない形で設置されており

ます。

　また給排水の配管等も、同様に設置されており

ます。

　他にも温泉配管やその他の配管もありますが、

これが弊社が行っている仕事であります。

　また公共工事では道路に水道管を埋設して、各

家庭や事業所に供給する配管も行っております。

　弊社では先ほど説明させて頂いたように、皆様

からは見えない部分での仕事であるからこそ、責任

あるこだわりの仕事をモットーに、頑張っており

ます。

　また、私が28歳の時に父が亡くなり、29歳で社長

になり、現在まで頑張ってきましたが、今思えば

いろいろな方々と繋がりを持たせて頂く事で仕事

にも繋がっていったと感じております。

　本当に感謝しかありません。

　今後のロータリークラブの活動も、この繋がりを

大切にし、まずは先輩方と行動を共にして、積極的

に同じ時間を共有していきたいと思っております。

　今度の甲子園野球大会もしっかり汗をかいて、

良い思い出を作りたいと思います。

　最後になりますが、入会して間もないので右も左

もわかりませんが、今後ともご指導ご鞭撻を賜り

ますようお願い申し上げて、新会員卓話にさせて

頂きます。

　ありがとうございました。

会　員　　森　　憲　司

長野会長より西村名誉会員の米寿祝い

交換派遣学生　長野星菜さん、馬〆地区委員

米山奨学生　尹麗華さん



　先月行われました国際ロータリー第2720地区・

地区大会ではたくさんのロータリアンの登録・

参加をいただきありがとうございました。

　皆様のおかげで大変素晴らしい大会を開催

する事ができました。

　心より感謝申し上げます。

　16日の会長幹事・ガバナー補佐会議に始ま

り、指導者育成セミナーでは第３ゾーンポリオ

撲滅コーディネーターの松本祐二パストガバ

ナーから「エンドポリオナウの今とこれから」

についてお話を伺いポリオ撲滅があと少しの

ところまで来ていること、そしてこれからも

多大な費用が必要なことを学びました。

　17日本会議では、RI会長代理中村靖治パスト

ガバナーより「奉仕の理念：超我の奉仕」と

いうロータリーの普遍の心を維持しつつロータ

リー戦略計画についてお話しいただきました。

　大会テーマ「熊本大分地震復興の歩み」では、

全国から世界からいただいた義援金を使った

「復興支援プロジェクト」を発表していただき

ました。

　ロータリアンの被災地に寄り添う支援活動

に感動を覚えた方も多かったのではないでしょ

うか。

　また、特別記念講演では井上和彦氏による

「日本の安全保障を取り巻く課題」と題し、

現在の日本の立場や日本の安全保障に対し様々

な角度からお話しいただきました。

　皆様の心に残る地区大会になりましたら望外

の喜びです。

　本当にありがとうございました。

　さて、ロータリー特別月間の４月は、「母子

の健康月間」です。

　目標は、５歳未満の幼児の死亡率と罹患率の

削減、妊婦の死亡率と罹患率の削減、より多く

の母子に対する基本的な医療サービスの提供、

保険従事者を対象とした研修の充実、保健ケア

の提供、母子の健康に関連した関連した仕事に

従事することを目指す専門職業人のための奨学

金の支援を強調する月間、となっています。

　今世界では、病気、栄養失調、医療の不備、

不適切な衛生設備が原因で、毎年５歳未満の

子供630万人が亡くなっています。

　これは５秒に一人亡くなっていることになり

ます。

　今この時にも５歳未満の子供の命が消えて

いるのです。

　私達ロータリアンは何をすればいいのでしょ

うか。

　例えば、予防ワクチンの接種を広め、抗生

物質を提供するプログラムなどをDDFを使って

支援することも必要になるでしょう。

　また、汚染水や感染の元になる水を浄化し

綺麗で衛生的な水を提供するプロジェクトの

開発も必要となります。

　これは、「水と衛生」「母子の健康」の二つの

重点分野に関係してきます。

　また、妊娠中のまたは出産による合併症を

なくし妊婦の死亡を予防することも重要です。

　例えば、妊娠中の検診、特に超音波検査に

より胎児の状態を確認し異常分娩にならない

ようにすることも可能です。

　あるいは、尿検査、血液検査で母体の状態

を確認することで合併症を抑えることもでき

ます。

　こういった医療情報を医療従事者に提供する

プロジェクトを組むこともロータリアンなら

できるかもしれません。

　また、母子の健康が脅かされる地域で医療に

従事しようとする人々への支援も可能でしょう。

　こういった活動を成功させるためには、医療

研修プログラムを地元の人が引き継いでいける

よう支援すること、また、妊婦や新生児の医療

に関する専門知識があるロータリアンにプロ

ジェクトの立案に参加してもらうこと、そして、

ロータリーと協力してくれる専門団体を見つけ

協力関係を結ぶことなどが考えられます。

　皆さんもクラブ内で様々な取り組みについて

議論されてみてはいかがですか。

「ガバナー月信　４月号より」

国際ロータリー第2720地区

 2017-18年度ガバナー　永 田 壮 一 氏 


