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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 23名 ビジター ０名

欠 席 数 13名 出 席 率 63.89％

前々回の出席率 47.06％ 修正出席率 64.71％

100％ 通算 1578回

出席規定免除(b)： 岩瀬、樽谷、黒岩、幸、西、箕作

名  誉  会  員 ： 西村

■　メイクアップ

事後（第1866回例会）

　　　但馬、後藤（大分南）、中村（大分城西）、

　　　立川（近隣７ＲＣ親睦ゴルフ）、工藤（恵）

　　　（第35回全国ＲＣ親睦野球大会）

■　欠　　席

安部、笠木、工藤（晴）、中塚、西（貴）、二宮

岡本、髙橋、但馬、竹内、詫磨、梅津、立川

■　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 　

　原
は ら

　万
ま

史
み

子
こ

さん（2014－15 年度　派遣交換学生／

　　　　　　　　　東京目黒 RC スポンサー）

■ 会長の時間 　　　　　　　会長　長野　勝行

　GW明けの例会ですが、間に甲子園での野球大会

やその反省会、西村名誉会員の個展などで皆様には

お会いしていますので、久しぶりな感じはしません

が、例会としては２週間ぶりとなります。

　今年のGWは暦の関係上、長い企業は９連休と

いう企業もあったようです。

　観光関係のお仕事の方は、天気も良かったので

大忙しだったのではないでしょうか。

　さて、甲子園での野球大会ですが、大阪のくずは

RCとの試合でした。

　７対８で惜敗でしたが、良い試合ができたと思い

ます。

　６月２日には、地区の野球大会もありますので、

そちらでリベンジできればと思います。

　甲子園での試合で但馬会員が怪我をしましたが、

スポーツ保険に入っていますので、その他にもいま

したら羽田野会員にご一報ください。



■ 幹事報告　　　　　　　　　幹事　久保田高史

１．ロータリー適用相場変更のお知らせ

　　５月１日よりロータリーのすべての振り込みに

対する適用相場が、下記とおり変更となりました

のでお知らせ致します。

　　　１ドル　108円　（現行　104円）

２．2018－2019年度地区会員増強部門・会員増強

セミナー」開催のお知らせ

　開　催　日　平成30年５月27日９：50～12：45

　場　　所　熊本学園大学　第４号館

（096-364-5161）

　内　　容　女性会員をテーマに捉えた講演・

　　　　　　パネルディス力ッション

　出　席　者　次期会長、次期幹事、次期会員増強委

員長

　　＊一力秀次次年度会長、沼田守生次年度幹事、

羽田野　徹次年度会員増強委員長のご参加を

お願い致します。

３．RI第2720地区2720JapanO.K.ロータリーＥクラ

ブ創立１周年記念式典・祝賀会開催のお知らせ

　開　催　日　平成30年６月10日11：00登録受付

　　　　　　12：00～記念式典～15：00終了予定

　会　　場　ホテルザーズ

（大分市都町　097-535-1000)

　登　録　料　4,000円（申込締切５月25日）

　　＊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。

４．４月22日９：17スタートで城島高原ゴルフ

クラブに於いて「別府市近隣７ＲＣゴルフ大会」

が別府中央ＲＣのホストにより開催されました。

　　ゴルフ参加者：加藤兼司会員、一力秀次会員、

　　　　　　　　　立川諭暢会員

　　懇親会参加者：長野勝行会長、加藤兼司会員、

　　　　　　　　　一力秀次会員、立川諭暢会員、

　　　　　　　　　久保田高史幹事

５．４月24日９：00～甲子園球場に於いて「第35回

全国ＲＣ野球大会」第１試合に出場し、当クラブ

は「大阪くずはＲＣ」と対戦し、惜しくも８対７

の結果でした。試合終了後は、親睦旅行となり、

吉本新喜劇の鑑賞をはじめ大阪市内観光を楽しん

で親睦を深めて参りました。

　試合出場者：長野勝行、加藤兼司、幸　光喜、

　　　　　　　竹内孝夫、但馬　建、一力秀次、

　　　　　　　工藤恵美、沼田守生、尾方義顕、

　　　　　　　羽田野　徹、森　憲司、久保田高史

　　　　　　　各会員（波多野雄治：大分中央ＲＣ）

　旅行参加者：長野勝行、加藤兼司、幸　光喜、

　　　　　　　桝田　浩、一力秀次、羽田野　徹、

　　　　　　　森　憲司、久保田高史　各会員

６．４月30日（祝月）19：00～炭火焼肉「たつ」に

於いて「第35回全国ＲＣ野球大会反省会」を開催

致しました。

　出　席　者：長野勝行、加藤兼司、神田 　剛、幸

　　　　　　光喜、竹内孝夫、但馬　建、一力秀次、

山下布美代、工藤恵美、尾方義顕、

羽田野　徹、森　憲司、久保田高史　各

会員

７．５月３日（祝木）10：00～別府市美術館に於いて

西村駿一名誉会員による個展「西村駿一展－おじ

いちゃんの絵を観る会」のオープニングセレモ

ニーが行われ、学友の友永葉子さんによる「ミニ

コンサート」などの企画がありました。この個展

は、５月13日まで開催中です。

　出　席　者：長野勝行、荒金信治、一力秀次、樽谷

壽生、永嶋政人、西　謙二、杉本邦弘、

神田　剛、加藤兼司、梅野　保、瑞木一博、

桝田　浩、箕作昭宣、竹内孝夫、沼田

守生、尾方義顕　各会員

８．例会変更のお知らせ

　別府ＲＣ：５月11日の例会は『新会員歓迎

野外家族夜例会』の為、同日18：30～両築別邸・

中庭に時間変更

　大分1985ＲＣ：５月14日の例会は『玖珠・大分

1985・日出３ＲＣ合同親睦例会』の為、５月13日

10：30～九重森林公園スキー場に開催日時・

場所変更

　別府中央ＲＣ：５月15日の例会は、例会場の

都合により同日12：30～場所変更（場所未定）

　日出ＲＣ：５月15日の例会は『玖珠・大分

1985・日出３ＲＣ合同親睦例会』の為、５月13日

10：30～九重森林公園スキー場に開催日時・

場所変更

　大分中央ＲＣ：５月15日の例会は『職場例会』

の為、同日12：30～場所変更（場所未定）

　くにさきＲＣ：５月16日の例会は、定款第８条

第１節により『休会』

　大分臨海ＲＣ：５月21日の例会は『記念例会』

原さんと長野会長



の為、同日18：30～ホテル日航大分オアシス

タワーに時間・場所変更

　くにさきＲＣ：５月23日の例会は『夜間例会』

の為、同日19：00～ホテルベイグランドに時間

変更

　大分東ＲＣ：５月24日の例会は『創立55周年

記念例会』の為、同日18：30 ～ザ　ブリッジ

に時間・場所変更

　大分南ＲＣ：５月25日の例会は『夜の親睦

例会』の為、同日18：30～時間・場所変更（場所

未定）

９．本日は、11：45～ホテルサンバリーアネックス

に於いて「第11回定例理事・役員会」を開催致し

ました。

10．次週は、13：40～例会終了後、サンバリーアネッ

クスに於いて「中長期計画（40周年準備）委員会」

を開催します。

11．次週（５月17日）の例会予定

　「地区研修協議会、PETS報告」

　　12：30 ～ホテルサンバリーアネックス

12．本日の回覧

　①ガバナー月信vol.11

　②別府東RC創立記念日例会　出・欠席（５月24日）

　③ゲスト卓話（噺屋ザトー氏）例会　出・欠席（５月

31日）

　④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日～ 25日）

　⑤「第１回地区ガバナー杯争奪野球大会」並びに

「前夜祭」参加申し込み

　⑥児童養護施設　光の園より「卒業お祝い贈呈」

に対してのお礼メッセージ

　⑦別府市自衛隊協力会広報紙「扇山」、（公社）

自衛隊家族会防衛情報紙「おやばと」

　⑧宇佐、中津、くにさき、杵築、中津、中津中央　

各RC週報

13．本日の配布

　①ロータリーの友　５月号

　②週報No.1859

　③週報No.1866

　④週報No.1867

■ お 祝 い

　夫人誕生日　但馬　直子さん（５月14日）

　　　　＊ご自宅にお花とお菓子をお届けします。

■ ニコボックス　　　　　　

　檀上陽一会員　久々に出席しました。ごぶさた

致しております。皆様の笑顔を拝見して、いい

感じ！　１０口

　杉本邦弘会員　鶴高12回生の有志で始めた頼

母子講（一六会）が600回を迎え、先日50周年

記念例会を催しました。よくぞ続いたものと皆で

祝杯。この会には今は亡き二宮清行君、谷口禎

穂君もいました（合掌）。皆、76 ～ 77歳の老人

です。

　連休前、大学の後輩３人が卒後50年振りに来

別し、私の喜寿の祝いを、女房共々祝ってく

れました。翌日は子どもに戻ってマリーンパ

レス「うみたまご」と別府タワーに登りまし

た。楽しかったで～す。同期生や後輩、良い

人達に恵まれ、大変幸
し あ

福
わ せ

。有難いと感謝して

おります。５口

　尾方義顕ニコボックス副委員長　ＧＷが終わ

りました。観光関連業者の皆様、お疲れ様で

した。ニコボックスをお願いします。岩瀬、笠木、

神田、久保田、竹内、樽谷、梅野　各会員は３

口ずつ。西（謙）、西（貴）会員は５口ずつお願

いします。

　第35回全国ＲＣ野球大会、懇親旅行に参加され

た方、おつかれ様でした。野球、観光と楽し

い旅行になりました。別府東ＲＣから予算を

いただいております。ありがとうございます。

参加者全員１口とさせていただきます。最後

のバッターになりました羽田野会員のみ２口

とさせていただきます。

ロータリーの目的（OBJECT　OF　ROTARY）

　ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎と

して奉仕の理念を奨励し、これを育むことに

ある。具体的には、次の各項を奨励することに

ある：

第１　 知り合いを広めることによって奉仕の

機会とすること；

第２　 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ

仕事はすべて価値あるものと認識し、

社会に奉仕する機会としてロータリアン

各自の職業を高潔なものにすること；

第３　 ロータリアン一人一人が、個人として、

また事業および社会生活において、日々、

奉仕の理念を実践すること；

第４　 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的

ネットワークを通じて、国際理解、親善、

平和を推進すること（RI定款第４条、

標準ロータリークラブ定款第５条）。

（2016年　手続要覧）

R情報



　皆さま、こんにちは。国際ロータリー第2750地区

東京目黒RCにスポンサーしていただき、2014－

15年度国際ロータリー第1640地区フランス共和国

ポン・トードメールRCにホストしていただきまし

た、立命館アジア太平洋大学２年の原　万史子です。

　本日は卓話という貴重な機会をいただき、ありが

とうございます。今日の短い時間の中で皆さまに、

よりフランスの魅力について知っていただきたいと

思っています。

　本日は、フランスの魅力、フランスでのロータリー

活動、フランスで学んだことの３つに絞ってお話を

させていただきます。

　まず、フランスの魅力１つ目は、フランス人の

人柄にあります。

　“冷たい”と思われがちなフランス人ですが、

実はそのようなことはなく、とても暖かくフレンド

リーな性格なのです。また、「もういいよ！」と

思わず言ってしまいそうになるほど、よくしてくれ

ます。私は彼らのその優しさに助けられ、優しい

ホストファミリーに囲まれ、学校では常に周りに

友達がいました。

　魅力の２つ目は、食文化です。

　フレンチのコースを思い浮かべていただければ

わかりやすいのですが、前菜→スープ→魚→肉→

チーズ→デザート→コーヒーと続くコース料理を

毎週日曜日に友人と食べるのがフランス流のホーム

パーティーです。学校の給食も前菜→メイン→チー

ズ→デザートを１つずつ選ばなければなりません。

私はこの食生活のおかげで10kgも太りました（笑）

　魅力の３つ目は、歴史に触れることができると

いうところです。

　パリのエッフェル塔や凱旋門にもそれぞれ歴史が

あるように、フランスにある建物の多くは歴史を

持っています。私がフランス派遣を希望した理由の

１つにマリー・アントワネットが好きだからという

ものがありました。彼女は今のフランスでもあまり

いい印象はなく、この理由を話すと笑われることも

よくありましたが、逆境のなかでも強く生き抜いた

女性は私の憧れです。そんな彼女の所縁の地である

ベルサイユ宮殿には５回も訪れました。「ここを

マリー・アントワネットは歩いていたのか…」と

廊下を歩くだけでも感動的だったので、歴史が好き

な人は、フランスに来たら些細なことでも感動して

しまうだろうと思います。

　次にフランスでのロータリー活動についてお話し

したいと思います。フランスの地区ではポリオ撲滅

運動が盛んだったので、入場料をその資金として集

め、フランスに各国から来ている派遣生がそれぞれ

の国の料理を振る舞うイベントを行うなど、様々な

形で発展途上国に向けた活動を行っていました。

　また個人的には、「小さな親善大使」としてホスト

シスターの小学校で、日本についてプレゼンテー

ションを行いました。漫画やアニメなどの日本文化

は広まっていますが、まだ日本について知られて

いないことは多くあります。その疑問を少しでも

解消できたらと思い、行いましたが、これから先も、

もっともっと情報を発信していくべきであると感じ

ました。

　最後に私がフランスで学んだことについてお話し

したいと思います。

　まず１つ目に、社交的であるべきということを

学びました。

　フランス人は冷たいと思われがちであると最初に

言いましたが、日本人と同じように少しシャイな

ところがあります。そのため、自分が心を開いて

接すれば相手も心を開いてくれ、計り知れない愛を

与えてくれます。

　学んだことの２つ目は、人種差別の風潮がまだ

あるということです。

　フランス憲法では自由・平等・博愛がうたわれ

ていますが、それが実現していないのが現状です。

大きな街に行くと、道端に座り込むホームレスが

目につきます。パリに行けば、有料トイレを管理

している人がいます。その人たちはイスラム系・

アラブ系・黒人であり、白人であることは絶対に

あり得ないのです。なぜなら、白人が上である・優勢

であるという社会風潮が今でも残っているからです。

　学んだことの３つ目は、感謝の気持ちです。

　高校生の間に海外に行けたこと、様々な出会いに

恵まれたこと、多くの経験をさせていただいたこと、

その手助けをしていただいたロータリアンの方々や

家族、友達には感謝してもしきれません。その恩返

しとして、私はこれからもローターアクトやローテッ

クス活動に励んでいきたいと思います。

　ご静聴ありがとうございました。

2014－2015年度派遣交換学生／東京目黒ＲＣスポンサー　　原　万　史　子　さん


