
“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 １名

出 席 数 34名 ビジター 11名

欠 席 数 ７名 出 席 率 82.93％

前々回の出席率 50％ 修正出席率 61.76％

100％ 通算 1578回

出席規定免除(b)： 西

名  誉  会  員 ： 西村

■　メイクアップ

事前　瑞木（地区研修協議会）

　　　

事後（第1863回例会）

　　　中塚、髙橋（別府北）

■　欠　　席

安部、工藤（晴）、岡本、但馬、詫磨、髙橋

■　点　　鐘 　18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

■　ビジター　岩澤吉明（大分中央）、榎　豊和、神 

大和男、緒方　肇（別府）、安部恭典、木村大成、
芦刈　直、渡邊康子、金本龍生（別府北）、堀　由美、
大島由美子（別府中央）

■　ゲ ス ト 　

　尹
イン

　麗
レイ

　華
カ

さん（米山奨学生）

■ 会長の時間 　　　　　　　会長　長野　勝行

　まずは、11 日の未明に起きた耶馬溪での土砂崩れ

で亡くなった方へ心からご冥福を申し上げます。

未だ、５名の安否が不明のままのようですので、

一日も早い安否確認を祈るばかりです。

　さて、本日は、杉本会員の喜寿と後藤会員の還暦の

お祝い、更には、立川会員、森会員の新会員歓迎会

も兼ねてのお祝い例会を開催させて頂きます。４名

の会員には心からお祝いを申し上げます。本日は、

会場も貸切にして頂いていますので、心置きなく

お祝いをしていただければと思います。

　来週は、豊後大野、日出　各クラブと豊後大野で

の花見例会、再来週は、甲子園出発例会として時間

場所が変更になって、例会変更が続きますが、是非

とも今日のように多くの会員のご出席をお願い致し

ます。



■ 幹事報告　　　　　　　　　幹事　久保田高史

１．４月８日10：00 ～ホルトホール大分に於いて

「2018－2019年度地区研修・協議会」が開催され、

次年度担当委員長の方々の研修が終わりました。

　出席者：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　各次期

委員長

２．第10回定例理事・役員会報告（平成30年４月５日

11：45 ～於杉乃井ホテル　12名出席）

審議事項

　１号議案）台湾地震義捐金拠出額のクラブ負担金

額（15万）を減額の件

　　全会員より１万円の寄付協力申請があり、クラブ

からの義捐金を８万円へ減額して総額50万円を

歓迎例会の際に贈呈した。

　２号議案）姉妹クラブ出迎えに係る福岡空港まで

の交通費補助金支給の件　　　　　＊継続審議

　３号議案）「豊後大野・日出・別府東３ＲＣ合同

花見例会」出席者確認の件

　　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

＊現在15名予定／バス14名予定

　４号議案）「別府東ＲＣ親睦旅行」参加者確認と

旅費補助の件

　　４／23出発・前夜祭→４／24試合→４／25観光

　　代金 58,600円

　　＊一人 20,000円の旅費補助を奉仕活動支援積立

より拠出承認

　　＊外部選手（元会員、入会予定者）は、２名を

上限に補助承認

　　第35回全国ＲＣ野球大会試合

　　４月24日９：00 ～ 10：15

　　（試　合）加藤兼司・長野勝行・竹内孝夫・久保

田高史・森　憲司、沼田守生・尾方義

顕・但馬　建・西　貴之　以上９名

　　（旅　行）桝田　浩・一力秀次　以上２名

　　　　　　幸　光喜　＊確認中

　　例　会　４月23日於　作（SA-COO）

＊４月26日を変更

　　　　　　11：00 ～出発式例会　12：18別府駅発JR

　５号議案）西村駿一名誉会員の「米寿記念個展」

開催に係る後援協力の件　　　　　＊後援承認

　　期　日　平成30年５月３日より２週間（予定）

　　場　所　別府市美術館

　６号議案）「別府東ＲＣ創立記念例会」開催の件

　　日　時　平成30年５月24日18：30 ～

　　場　所　ホテルサンバリーアネックス　３Ｆ

　　内　容　岩瀬公男、樽谷壽生チャターメンバー

より「記念卓話」をいただく

　　会　費　6,000円予定（食費補助 2,700円）

　７号議案）姉妹クラブ第3481地区台北昇陽扶輪社

年度交代式訪問並びに参加者へ交通費支給の件

　　＊前年度は公式行事の為一人30,000円を支給。

　　　今期は前年度補助費を目安に再考

　　交代式　平成30年６月24日

　　旅程案　６月23日・24日・25日＝

　　　　　　２泊３日

　８号議案）今年度奉仕プロジェクト終了に伴う「ク

ラブ奉仕活動支援積立」一旦、休止の件

　　＊５月、６月分例会場への食事費支払いを通常

料金の2,160円に戻すことを承認

　９号議案）中長期計画（40周年準備）委員会開催

の件

　　日　時　４月12日17：00 ～於ドラゴン厨房

報告確認事項

　①第35回全国ＲＣ野球大会参加費50万円

＊懇親会10名分含む（３月30日送金済み）

　②次年度地区補助金申請≪総事業費63万円で児童

福祉施設玄関前補修≫で提出

　③第１回第2720地区ガバナー杯争奪野球大会開催

の案内

　　前　夜　祭　2018年６月１日18：30 ～ 21：00

　　野球大会　2018年６月２日８：30 ～ 16：00

　　　　　　　予定

　　場　　所　野口原総合運動場・野球場（２面）

　　参加ＲＣ　八代・宇佐八幡・竹田・臼杵・大分

キャピタル・大分中央・別府・別府

北・別府東　各ＲＣ９チーム

　　＊【代表者会議】４月９日17：00 ～於ホテル

サンバリーアネックス

　④例会予定の確認

　≪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・後藤両会員のお祝い例会」

　　　　　　「新会員(森・立川)歓迎会」

　　　　　　　18：30 ～ドラゴン厨房

　　　　17日「豊後大野・日出・別府東３ＲＣ合同

花見」18：30 ～於斛
ま す

の井
い

←19日

　　　　23日「野球大会含む親睦旅行参加者出発式

例会」11：00～於 作
さ く

←26日

　≪５月：青少年奉仕月間≫

　　５月３日「法定休日」

　　　　10日「ゲスト卓話」ROTEX（青少年交換

学生経験者）の卓話

　　　　17日「地区協議会・PETS報告」次期会長、

次期幹事、次期奉仕プロジェクト、

次期管理運営

　　　　24日「創立記念日に因んで」岩瀬公男、

樽谷壽生各会員　18：30 ～サンバリー

　　　　31日「ゲスト卓話」

　　　　　　　　　　　噺屋ザトー氏

　　　　　　　12：30 ～サンバリー

本日は、杉本邦弘会員の喜寿お祝い・後藤誠一

会員の還暦お祝い並びに森憲司会員、立川諭暢

会員の歓迎会を兼ねた「懇親例会」を開催します。



　≪６月：ロータリー親睦活動月間≫

　　６月７日「ゲスト卓話」

中島ＪＣ理事長予定

　　　　14日「会員増強勧誘例会」

　　　　　　（夜）18：30 ～予定

　　　　21日「クラブ協議会」

　　　　　　（参考：６月24日昇陽扶

輪社年度交代式）

　　　　28日「会長・幹事慰労会」

　　　　　　　18：30～

３．４月９日17：00～ホテルサンバ

リーアネックスに於いて「第１回

第2720地区ガバナー杯争奪野球大会」

代表者会議が開催され、長野勝行

会長が出席されました。

４．本日、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」を開催しました。

５．例会変更のお知らせ

　大分1985ＲＣ：４月23日の例会

は『クラブ内研修会』の為、同日

12：30～大分コンパルホールに

場所変更

　中津中央ＲＣ：４月24日の例会

は『向笠記念公園清掃例会』の為、

同日12：30 ～北部公民館（中津市

角木）に場所変更

　大分城西ＲＣ：４月25日の例会

は『創立28周年記念例会』の為、

同日18：30 ～ホテル日航大分オア

シスタワーに時間変更

　大分ＲＣ：４月26日の例会は、

定款第８条第１節により『休会』

　別府ＲＣ：４月27日の例会は、

定款第８条第１節により『休会』

　大分南ＲＣ：４月27日の例会

は『夜の親睦例会』の為、同日

18：30 ～うお清に時間変更

　杵築ＲＣ：４月27日の例会は

『献血例会』の為、同日12：30 ～

サンリブ杵築に場所変更

６．次週（４月17日）の例会予定

　「豊後大野・日出・別府東３ＲＣ合同花見例会」

　　18：30 ～斛の井ホテル

　※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。16：45 ～ホテルサンバリー

アネックス　集合・出発

　＊出席予定者＊

   　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、羽田野　徹、久保田高史　以上16名

７．本日の回覧　①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）　

②親睦旅行出発式例会　出・欠席（４月23日）

　③創立記念日例会　出・欠席（５月24日）　④ゲスト

卓話（噺屋ザトー氏）例会　出・欠席（５月31日）　

⑤姉妹クラブ台北昇陽扶輪社会長年度交代式訪問団

参加申し込み（６月23 ～ 25日）

８．本日の配布　①週報№1864

■ お 祝 い　（次週が、合同例会の為「お祝い」を

本日ご披露致します）

　会員誕生日　杉本　邦弘会員（４月17日）

　夫人誕生日　樽谷　敦子さん（４月15日）

　　　　　　　杉本　恵子さん（４月20日）

　　　　＊ご自宅にお花とお菓子をお届けします。

■ ニコボックス　

　杉本邦弘会員　本日、喜寿の会を催しいただき、

有難うございます、多くのご出席に感謝です。

　　　「七十七　長寿ことほぐ　祝い酒」　　１０口

平成30年４月10日付「今日新聞」より



　　　　　　　

皆様、このたびは喜寿の祝いの会を催していただき
有難うございます。
　数え年61歳の還暦、70歳の古希、77歳の喜寿、80歳
の傘寿、88歳の米寿、90歳の卒寿、99歳の白寿と、
長寿の祝いは数々ありますが、お蔭様で私は、この
４月17日に77歳の喜寿を迎えました。
　我が別府東ＲＣでは、永嶋さん、西村先生、黒岩
先生、岩瀬さんに次ぐ高齢会員です。
　余生を意義あるものにする為に、まずは健康が大切。
　60歳を過ぎた頃から色々な病気を経験しました。
早期発見・早期治療で今があります。黒岩先生の
新別府病院に感謝です。
　そして先祖や神仏にも感謝し、世の為、人の為に、
もう少し長生きして頑張っていきたいと思っています。
　これからもよろしくお願い致します。

　本日はこのように盛大な席を設けていただきあ
りがとうございます。
　今年、還暦ということですが、私が信用金庫に
入庫したときは、定年が55歳でした。当時描いて
いた将来像は、還暦の時は年金を受け取りながら、
のんびりと暮らしているだろうというくらいでした。
ところが定年が60歳に延び、いつの間にか年金受給
も65歳に延長され、いつまで元気でいられるだろう

かと考えているところでございます。
　今年もみらい信金には新入職員が入ってきました。
私も若い職員と毎日ワイワイやっていますが、時に
は同行訪問といいまして、自転車で一緒に回ること
もあります。60歳になってゆっくりするどころか、
足腰がフラフラになるほど鍛えられています。
　さて先日、新別府病院にお邪魔しましたら、黒岩
先生の写真集がおいてあり、ゆっくりと拝見させて
いただきました。色鮮やかな風景や花を見ている
と本当に時間を忘れそうになりました。あのよう
に素晴らしい写真を撮る自信は全くありませんが、
これから何か趣味を持ち、人生の記念を残せたら
いいなという気持ちになりました。
　最近は花粉のせいか、鼻水が少々出ます。永嶋
先輩をはじめ諸先輩方からすれば、まだまだ洟垂れ
小僧とみられているにちがいありませんが、これ
からもご指導よろしくお願いします。

（後記）
　お祝い例会の次の日、事務局の今村さんが黒岩先生
の写真集「光彩の日々」２冊（Part １、 Part ２)と

「読書の愉しみ」という本を届けてくださいました。
黒岩先生がわざわざ事務局に持ってきてくださった
ということです。ロータリー歴の浅い（１年９か月）
私にも、かくも親切にしてくださる先生の思いやり
に感動しました。改めてロータリーでの出会いに
感謝しています。
　先生の写真や本を拝見して、自分も「まだまだ
やれる！ やることがいっぱいある」と「やる気
スイッチ」をONにしました。黒岩先生、感動を
ありがとうございました。

とき：2018年４月12日（木）　　ところ：ドラゴン厨房

お祝い、歓迎会風景 会員のみなさま、米山奨学生

後藤会員　還暦・杉本会員　喜寿祝い

お祝い例会ご挨拶

会　員　後　藤　誠　一

余生を意義あるものにする為に

会　員　杉　本　邦　弘

永嶋会員より杉本会員へお祝いの歌

「
喜
寿
迎
え 

白
寿
を
目
ざ
せ

　

杉
本
さ
ん 

私
が
先
に
行
き
ま
す
ぜ
！！
」


