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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 ３名

出 席 数 23名 ビジター 17名

欠 席 数 13名 出 席 率 63.89％

前々回の出席率 63.89％ 修正出席率 77.78％

100％ 通算 1578回

出席規定免除(a)： 荒金

出席規定免除(b)： 岩瀬、樽谷、幸、西、箕作

名  誉  会  員 ： 西村

■　メイクアップ

事後（第1869回例会）
　　　但馬（大分東）、桝田、中塚（別府中央）
　　　一力（会員増強セミナー）

■　欠　　席

安部、笠木、工藤（晴）、森、中村、西、二宮、
岡本、髙橋、但馬、詫磨、梅津、山下（唱）

■　点　　鐘 　12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 　溝井伸二（大分）、牟田充子（大分南）、

林　昭三、甲斐修二、日名子祐一、松本宗三（大分

中央）、高橋喜巳、首藤　誠、木村大成、渡邊庸子、

金本龍生、安部恭典（別府北）、堀　由美、大島

由美子、梅津圭二、土谷昌志、前田哲矢（別府中央）

■　ゲ ス ト 　

　噺
は な し や

屋ザトー氏（インディーズ落語家　盲目の噺屋

　　　　　　　　「ザトー」／衛
え

藤
と う

宏
ひ ろ

章
あ き

氏）

　岡
お か

　　香
か

織
お り

さん（噺屋ザトーさん付き添い／

　　　　　　　　　デザイナー・写真家）

　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

　じめじめとした日が続いていますが、大分県を

含む九州北部地方は、５月28日に梅雨入りしました。

平年より８日早く、昨年よりは、23日も早い梅雨入り

となりました。平年の梅雨明けが７月19日頃なので、

１ヵ月半ほどは、雨が多い日が続くということなの

で、少し憂鬱になりますが、皆様も体調にお気を付け

下さい。そんな梅雨の時期ですが、６月２日には、

第１回目の地区野球大会が開催されます。甲子園

では、先週、加藤監督が報告して頂いた通り悔しい

結果になりましたが、今回は、ほぼベストメンバー

で臨めますので優勝目指して頑張って頂きたいと

思います。別府の野口原球場で行いますので、応援

にも駆けつけて頂ければと思います。前日の前夜祭

にも多くの方のご参加お願いします。



■ 幹事報告　　　　　　　　　幹事　久保田高史

１．「2018―2019年度管理運営セミナー」開催の

お知らせ

　日　　時　2018年７月14日13：00 ～ 16：30

　場　　所　ホルトホール大分（097-576-7555）

　出席対象者　ガバナー補佐・会長・幹事・管理運営

委員長・親睦・プログラム・出席など

のクラブ奉仕に係る小委員会・事務局・

他希望者

　※次年度、該当委員長へは個別にご案内致します。

２．「2018―2019年度職業奉仕セミナー」開催の

お知らせ

　日　　時　2018年７月14日13：00 ～ 16：30

　場　　所　ホルトホール大分（097-576-7555）

　出席対象者　職業奉仕委員長（委員長に優先日程

ある場合は、副委員長または委員１名）

　　　　　　第２回セミナー／９月22日

　　　　　　　13：00 ～於ホルトホール大分

　　　　　　第３回セミナー／ 12月２日

　　　　　　　13：00 ～於大分ホテルザーズ

　※桝田　浩次年度職業奉仕委員長のご参加をお願い

します。

３．「第１回地区ガバナー杯争奪野球大会代表者会議」

開催のお知らせ

　日　　時　平成30年６月１日16：00 ～

　場　　所　ホテルサンバリーアネックス

　※クラブ代表として長野勝行会長のご出席をお願

いします。

４．第14回臨時理事・役員会報告（平成30年５月

25日＜持ち回り＞）

審議事項

　１号議案）「第５回（新旧引継）クラブ協議会」

開催日変更とそれに伴う６月例会内容変更の件

　　日　時　平成30年６月21日12：30 ～

　　　　　　　　　　　↓

　　　　　　平成30年６月７日12：30 ～

　　場　所　杉乃井ホテル華館「さくら」

　≪６月：ロータリー親睦活動月間≫

　　６月７日「第５回（新旧）クラブ協議会」

　　　　　　　12：30～杉乃井ホテル

　　　　14日「会員増強・会員候補者勧誘例会」

　　　　　　　18：30～ホテルサンバリーアネックス

　　　　21日「ゲスト卓話」　　　中島ＪＣ理事長

　　　　　　　12：30～ホテルサンバリーアネックス

　　　　27日「会長・幹事・Ｇ補佐慰労会」

　　　　　　　18：30～ホテルサンバリーアネックス

５．５月24日17：00～ホテルサンバリーアネックス

に於いて「第８回中長期（40周年準備）委員会」

を開催致しました。

　出席者：竹内孝夫、長野勝行、一力秀次、加藤

兼司、瑞木一博、桝田　浩、沼田守生、

山下布美代、石田啓三、尾方義顕、羽田野

徹、久保田高史　各会員

６．５月27日９：50～熊本学園大学第４号館に

於 い て「2018－2019年 度 地 区 会 員 増 強 部 門・

会員増強セミナー」が開催されました。

　出席者：一力秀次次期会長、沼田守生次期幹事、

羽田野　徹次期会員増強委員長

７．５月28日14：30～別府市内ＲＣ合同事務局

に於いて「2018－2019年度青少年交換学生事業

についての会議」が開催され、一力秀次次期会長、

工藤恵美次期青少年奉仕副委員長が出席されま

した。

８．例会変更のお知らせ

　中津平成ＲＣ：６月７日の例会は『清浄園

交流』の為、６月３日10：00～豊後高田市

青少年の家キャンプ場に開催日時・場所変更

　大分ＲＣ：６月12日の例会は『夜間例会』の為、

同日18：30 ～ホテル日航大分オアシスタワー

に時間・場所変更

　湯布院ＲＣ：６月13日の例会は『献血事業』

の為、６月15日12：30 ～ゆふいん山水館に

開催日変更

　杵築ＲＣ：６月15日の例会は『会長・幹事

慰労会』の為、同日18：30～焼肉「みやべ」に

時間・場所変更

９．次週は、11：45～杉乃井ホテルに於いて「第

12回（新旧引継）理事・役員会」を開催します。

今年度理事・役員並びに次年度理事・役員の方

は、ご出席をお願い致します。

10．次週（６月７日）の例会予定

　「第５回（新旧引継）クラブ協議会」

　　12：30 ～於杉乃井ホテル

　　＊次年度各委員長は、６月４日期限厳守にて

　　　「活動計画書」のご提出をお願いします。万一、

　＜第１回「第2720地区ガバナー杯争奪

　　　　　　　　　　　野球大会・前夜祭」＞

日　時　平成30年６月１日18：30 ～

場　所　ホテルサンバリーアネックス

出席者　荒金信治・長野勝行・加藤兼司・中塚

　　　　茂次・幸　光喜・竹内孝夫・桝田　浩・

工藤恵美・山下布美代・沼田守生・

羽田野　徹・森　憲司・久保田高史

　　　　各会員

＜第１回「第2720地区ガバナー杯争奪

　　　　　　　　　　　　　　　野球大会」＞

日　時　平成30年６月２日

　　　　８：30～永田壮一ガバナー始球式

　　　　９：00～第一試合開始

場　所　野口原総合運動場・軟式野球場（２面）

参加者　長野勝行・加藤兼司・中塚茂次・幸

　　　　光喜・竹内孝夫・桝田　浩・工藤恵美・

山下布美代・岡本信哉・沼田守生・

尾方義顕・羽田野　徹・久保田高史

　　　　各会員（応援含む）



委員長でご欠席される場合は、必ず副委員長か

または、それに代わる代理者をお知らせくだ

さい。議事進行の都合上、ご協力をお願い

致します。

11．本日の回覧

　①「第５回（新旧引継）クラブ協議会」出・欠席

　　（６月７日）

　②「会員増強・新会員候補者勧誘（夜）例会」出・

欠席（６月14日）

　③「座席指定例会（ゲスト卓話）」（６月21日）

　④「会長・幹事・ガバナー補佐慰労会」出・欠席

（６月27日）

■ お 祝 い

　会員誕生日　石田　啓三会員（６月１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　先日、東荘園を走行中、対向車

の大型高級車がバックしてわざわざ道をゆずり

頂いた運転は、中塚　茂ちゃんでした。恐縮して

おります。２口を献上します！

　桝田　浩会員　５月15日、青森県八戸市より市議

会議員が来別し、太陽の家を見学にしました。

杉本さんには大変お世話になりました。ありが

とうございました。ロータリーの友情に感謝。

３口

　６月９日からサンバリービアガーデンをオー

プンします。６月８日は前夜祭になります。ロー

タリーの皆様も良かったら参加して下さい。

又、６月より、まるやにて大分名産を集めた

別府定食をはじめます。お願いします。３口

　中塚茂次会員、帝国データバンクの１面に好調

企業で三洋産業と中塚会員の顔が載ってました。

さすがですね。３口お願いします。

　羽田野　徹会員、別府夜の町の貢献、ありがとう

ございます。オープン・ラストまで。１口

　羽田野　徹会員　人生初の同伴というものをさせ

ていただきました。その店でオープンラスト

まで居座るというバカなことをしました。まだ

まだ夜のルールをわかっていないポンコツです。

３口いたします。

　㈱立川表具店、立川です。６月、恥ずかしなが

ら入籍させていただきます（予定）。恥ずかし

ながら披露宴をさせていただきます（予定）。

恥ずかしながらご報告させていただきます。

２口

　野球、ガバナー杯をとりに行きます。出る方、

出られない方、応援よろしくお願いします。

全員１口

盲目の噺屋　ザトー（本名：衛藤宏章）

昭和62年大分市生まれ、31歳の現在別府市在住。

中学生の時、落語にまつわる数々の奇行に走るが、

思春期が彼を更生させる。

23歳の冬、緑内障の治療を面倒くさがり失明。

27歳で再び落語に出会い、2015年春から「ザトー」

を名乗り、大分弁落語の活動を始める。

現在は別府市内を中心に県内外でほぼ毎週高座を

つとめる。

　大分県温泉マイスター、別府八湯温泉道名人

（４回）、温泉ソムリエ、大分県農薬指導士、食品

衛生責任者　などもお持ちです。

落語家　　噺　屋　ザ　ト　ー　氏

会長とザトーさん

噺屋ザトーさんによる落語



　すでに夏の気配すら感じられるこの頃です。

野も山も美しい若葉に覆われています。2720地区

ロータリアンの皆様もロータリー活動に勤しん

でおられることと拝察いたします。私の年度も

あと２ヶ月余りとなりましたが、当年度最後の

セミナー・RLI（ロータリーリーダーシップ研究

会）PartⅡが５月20日、日曜日に開催されま

す。RLIは1992年アメリカ・ニュージャージー

州RID7510の元RI理事デヴィット・リンネット

氏の発案で始められた研修組織です。日本には

2008年に導入されました。RLIの目的は、「RLI

の理念に従ってリーダーシップの研修を通じ

て、ロータリーの活性化と発展を願い、一人

一人のロータリアンのロータリーへの理解と

モチベーションを高め、リーダーシップを涵養

することである」、としています。当地区へは

2014 ～ 2015年、小山康直PDGの時に全国34地区

の16番目に導入されました。本来なら昨年PartⅡ

を行う予定でしたが、地震の影響で今年度実施

することになりました。このセミナーは50分の

ディスカッションを６つのセッションに分けて

行うもので、参加者は50分×６セッション、つ

まり移動時間を含めると６時間びっしりと議論

していただくかなりハードなセミナーです。し

かし、ハードゆえに修了した時の満足感・達成

感はより大きいものがありますし、終えた後の

ロータリーに対する理解と知識は格段に伸びて

いることと思います。ぜひ、これからのクラブ

リーダーやロータリーに熱意を寄せていただい

ているロータリアンの皆様にご参加をお願い

いたします。

　さて、５月のロータリー特別月間のテーマは

「青少年奉仕月間」です。若い人々の育成を

支援するすべてのロータリー活動に焦点を当

て、クラブは、クラブのニュースレター（週報

など）やその他の広報資料に「各ロータリアン

は青少年の模範」のスローガンを利用するよう

奨励されています。

　皆さんは、RIが決めている青少年奉仕を

ご存知でしょうか。2017年６月版の「ロータリー

章典」を見てみましょう。第５章プログラムの

中にArticle 41.ロータリープログラムという

項目があります。このプログラムには８つの

小項目があります。

　41.010. インターアクト　Interact

　41.020. 国際共同委員会

　　　　　Inter-country Committees

　41.030. 新世代奉仕交換

　　　　　New Generations Service Exchange

　41.040. ローターアクト　Rotaract

　41.050. ロータリー地域社会共同体（RCC）

　　　　　Rotary Community Corps

　41.060. ロータリー友情交換

　　　　　Rotary Friendship Exchange

　41.070. ロータリー青少年交換

　　　　　Rotary Youth Exchange

　41.080. ロータリー青少年指導者養成プログ

　　　　　ラム　RYLA

　この８つの小項目うち５つが青少年奉仕に

関するプログラムです。これら常設プログラム

は、地区はこの常設プログラムを実施または

取り組むことが決められています。地区内で

は15クラブがローターアクトクラブを提唱し、

23クラブがインターアクトクラブを提唱して

います。また、２年前から台湾・高雄3510地区

やオーストラリア9675地区との短期青少年交換

事業を実施しており、いよいよ次年度はフラン

スとの長期交換が始まります。RYLAも３年前

から本格的に始まり昨年は阿蘇YMCAで40名の

若者が集まり実り多いセミナーが開催されまし

た。このように地区は次世代のリーダーを養成

するために様々な青少年奉仕プログラムを実施

しています。

　もう一つは青少年奉仕事業を行う時の問題点、

すなわち青少年の保護の問題です。この点に

関しても、ロータリー章典・第２章　ロータリー

クラブArticle2.クラブの会員組織と管理運営・

の中の2.120.青少年の保護 Youth Protectionの

項に詳しく書いてあります。「国際ロータリー

は、ロータリーの活動に参加するすべての青

少年のために安全な環境をつくり、これを維持

するよう努める。ロータリアン、その配偶者、

その他のボランティアは、接する児童及び青

少年の安全を考え、肉体的、性的、あるいは

精神的な虐待から彼らの身の安全を守るため、

最善を尽くす責任がある。（2006年11月理事会）」

この決定を受け、地区に危機管理委員会を設置

し、こういった問題に対処するための会合を

開いています。地区ホームページから危機管理

規則も閲覧できますので一度ご供覧ください。

　子供達が、安心して地区の様々なプロジェク

トに参加し、ロータリー精神を学びつつ将来の

地域社会のリーダーとなるよう私たちロータリ

アンが力を尽くしていかなければなりません。

そして、その子供たちが大人になった時にロー

タリーに温かく迎えてあげましょう。

「ガバナー月信　５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 


