
“歴史と伝統を継承し、
　　　　活動的なクラブにしよう”
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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 ０名

欠 席 数 12名 出 席 率 65.71％

前々回の出席率 76.32％ 修正出席率 84.21％

100％ 通算 1578回

出席規定免除(b)： 岩瀬、樽谷、黒岩、西、檀上、

梅野、箕作

名  誉  会  員 ： 西村

■　メイクアップ

事前　工藤（恵）（ガバナー杯）

事後（第1870回例会）

　　　但馬（別府中央）、山下（唱）、

　　　岡本（ガバナー杯）

■　欠　　席

安部、笠木、工藤（晴）、但馬、西（貴）、

詫磨、二宮、岡本、森、山下（唱）、梅津

■　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 　

　荒
あら

金
かね

信
のぶ

治
はる

氏（2017－2018年度　ＲＩ第2720地区

大分第３グループガバナー補佐）

　平
ひら

野
の

教
のり

康
やす

氏（2018－2019年度　ＲＩ第2720地区

大分第３グループガバナー補佐）

　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

　先週の土曜日は、晴天の下、第１回ガバナー杯

争奪野球大会が開催されました。

　１回戦は、大分キャピタル RC に大勝しましたが、

２回戦は、別府 RC に大敗しました。甲子園の雪辱

とはなりませんでしたが、楽しい１日を過ごすこと

が出来ました。

　当日の夜には、都合のつく方だけで、打上げを

させて頂きましたが、後日、改めて設定させて頂き

たいと思います。選手の皆様、応援に来てくれた

皆様、ありがとうございました。

　本日は、新旧引継クラブ協議会です。

　2018－2019 年度の指針となる大事なクラブ協議会

です。各委員会の来年度の活動計画を具体的に話し

あう場にしてほしいと思います。

　創立40周年事業もありますので、形式的な協議会

ではなく、活発な意見交換をして頂きたいです。



■ 幹事報告　　　　　　　　　幹事　久保田高史

１．本日は、例会に引き続き「第５回（新旧引継）

クラブ協議会」を開催します。

　

２．６月１日16：00 ～ホテルサンバリーアネッ

クスに於いて「第１回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。

３．６月１日18：30 ～ホテルサンバリーアネッ

クスに於いて「第１回地区ガバナー杯争奪野球

大会前夜祭」が開催されました。

　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

４．６月２日野口原総合運動場・軟式野球場に

於いて８：30～永田壮一ガバナーの始球式から

「第１回地区ガバナー杯争奪野球大会」が始まり

ました。当クラブは10：20～大分キャピタルＲＣ

と対戦後、昼食をはさんで13：30～別府ＲＣと

対戦しました。成績は、下記通りです。

　　参加された皆様、また応援に参加された皆様

ご苦労様でした。

　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、山下唱徳、西　貴之、久保田

高史　各会員、尹　麗　華さん（米山奨学生）

＊応援含む

　　　　　　　　　第１試合

　　　別府東ＲＣ　12対３　大分キャピタルＲＣ

　　　　　　　　　第２試合

　　　別　府ＲＣ　14対２　別府東ＲＣ

５．例会変更のお知らせ

　大分臨海ＲＣ：６月18日の例会は『最終例会』

の為、同日18：30～（場所未定）に時間・場所

変更

　大分中央ＲＣ：６月19日の例会は『お疲れ様

笑談会』の為、同日18：00 ～ホテル日航大分

オアシスタワーに時間変更

　大分城西ＲＣ：６月20日の例会は『感謝の

つどい』の為、同日18：30～豊の国健康ランド

に時間・場所変更

　中津平成ＲＣ：６月21日の例会は、例会場の

都合により、同日18：30～瑠璃京（島田仲）に

時間・場所変更

　大分東ＲＣ：６月21日の例会は『夜の例会』

の為、同日18：30～ザ・ブリッジに時間・場所

変更

　別府ＲＣ：６月22日の例会は『第４回（新旧）

クラブ協議会』の為、同日18：30 ～両築別邸

に時間変更

　大分南ＲＣ：６月22日の例会は『さよなら

例会』の為、同日18：30 ～大分センチュリー

ホテルに時間・場所変更

６．本日、11：45～杉乃井ホテルに於いて「第12回

（新旧引継）理事・役員会」を開催しました。

７．次週（６月14日）の例会予定

　「会員増強・新会員候補者勧誘（夜）例会」

　　18：30 ～於ホテルサンバリー「まるや」

　　※新会員候補者として同伴される方がいらっ

しゃる方は、幹事または事務局へご連絡くだ

さい。多数のご参加をお願い致します。

８．本日の回覧

　①ガバナー月信　vol.12

　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）

　⑤杵築ＲＣ週報

　　

９．本日の配布

　①ロータリーの友　６月号

　②週報№1871

　③週報№1870

■ お 祝 い

　会員誕生日　詫磨　康雄会員（６月13日）

　夫人誕生日　西　　佳子さん（６月13日）

　　　　＊ご自宅にお花とお菓子をお届けします。

　結婚記念日　檀上　陽一会員（６月10日）

　　　　＊ご自宅に特選豊後牛肉をお届けします。

■ ニコボックス　　　　　　

　2018－2019年度　ＲＩ第2720地区大分第３

グループガバナー補佐　平野教康です。今日

のクラブ協議会が無事に進行しますように！ 

今日、よろしくお願い致します。２口

≪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≫

開催日　平成30年６月10日

　　　　12：00 ～ 15：00

会　場　ホテルザーズ（大分市都町３－２－24）

＊長野勝行会長、久保田高史幹事、瑞木一博

会員、羽田野　徹会員のご出席を宜しくお願い

致します。



　2017－2018年度　ＲＩ第2720地区大分第３

グループ荒金信治ガバナー補佐　今日、最後の

クラブ協議会です。大変お世話になりました。

ありがとうございました。２口

　杉本邦弘会員　平成29年度「東京手仕事」プロ

ジェクトに於いて、伝統工芸の技術を生かし

つつ、時代が求める優れた新商品を開発したと

いうことで、商品名「双慶」が「東京150周年

記念賞」を受賞し、娘婿が都知事の小池百合子

さんから５月29日に表彰されました。大変有難

いことです。５口

　沼田です。本日の新旧引継クラブ協議会、よろ

しくお願いします。全員で新たなスタートの

準備です。活発な発言をよろしくお願いします。

全員１口

とき：2016年６月７日（木）　　ところ：杉乃井ホテル

入会３年未満会員（紹介）工藤陽一、詫磨康雄、森　憲司、立川諭暢（委員長を除いて記載）

講評・感想　　　　　2018－2019年度ガバナー補佐　　平野　教康

謝　　　辞　　　　　　　　　　　　　　次期会長　　一力　秀次

会 長 挨 拶　　　　　　　　　　　　　　　会　長　　長野　勝行

ガバナー補佐挨拶　　2017－2018年度ガバナー補佐　　荒金　信治

　　　　　　　　　　2018－2019年度ガバナー補佐　　平野　教康

出席者紹介　　※「委員会計画」発表の場で各自自己紹介（在籍年数・職業分類等）

【第５回（新旧引継）クラブ協議会次第】　　　総合司会　幹事　久保田高史

　　　2018－2019年度委員長　活動計画発表　　　　　　　　アドバイザー（旧委員長）

クラブ管理運営　　　　　　委員長　　　　山下布美代　　　　　　　一力　秀次

　ＳＡＡ　　　　　　　　　　〃　　　　　石田　啓三　　　　　　　山下布美代

　出　　席　　　　　　　　　〃　　　　　後藤　誠一　　　　　　　後藤　誠一

ニコボックス委員会　　　　　〃　　　　　加藤　兼司　　　　代理：副　尾方　義顕

　プログラム　　　　　　　　〃　　　　　尾方　義顕　　　　　　　沼田　守生

　親睦委員会　　　　　　　　〃　　　　　中村　忠孝　　　　代理：久保田高史幹事

　ソングリーダー　　　　　　〃　　代理：沼田　守生幹事　　代理：副　瑞木　一博

会員増強委員会　　　　　　　〃　　　　　羽田野　徹　　　　　　　山下　唱徳

　職業分類・会員増強　　　　〃　　　　　羽田野　徹　　　　　　　山下　唱徳

　会員選考　　　　　　　　　〃　　代理：沼田　守生幹事　　代理：久保田高史幹事

公共イメージ委員会　　　　　〃　　　　　瑞木　一博　　　　　　　瑞木　一博

　Ｒ情報・雑誌・ＩＴ広報　　〃　　　　　瑞木　一博　　　　　　　瑞木　一博

奉仕プロジェクト委員会　　　〃　　　　　竹内　孝夫　　　　　　　桝田　　浩

職業奉仕　　　　　　　　　　〃　　　　　桝田　　浩　　　　代理：副　加藤　兼司

社会奉仕　　　　　　　　　　〃　　　　　神田　　剛　　　　　　　桝田　　浩

　ブライダル推進　　　　　　〃　　委員：髙橋　　郁　　　　代理：副　尾方　義顕

青少年奉仕　　　　　　　　　〃　　　　　中塚　茂次　　　　　　　石田　啓三 

国際奉仕　　　　　　　　　　〃　　　　　竹内　孝夫　　　　　　　中塚　茂次

ロータリー財団委員会　　　　〃　　　　　杉本　邦弘　　　　　　　神田　　剛

　米山奨学委員会　　　　　　〃　　代理：副　幸　　光喜　　　　　髙橋　　郁



　いよいよ2017 ～ 2018年度も最後の月信となり

ました。

　６月はロータリー親睦活動月間です。この月間

にクラブと地区は、親睦活動を推進するよう奨

励されています。ガバナーは、月信で親睦活動

を推進し、親睦活動の一年の活動状況について

地区研修・協議会または地区大会で報告するよ

う奨励されていますが、地区における親睦活動

は具体的にはあまり行われることがありません。

　まず、親睦活動とは一体何でしょうか。RI

が規定する親睦活動と私たちが考える親睦活動

とは大きな隔たりがあるようです。私たちは親

睦というと、レクレーションや旅行、飲食会な

どを想像しますが、もちろんそういうものも

親睦の一部ではありますが、ロータリーでは

もっと広義の親睦を指すようです。英語では親

睦活動のことをFellowshipと言いますが、この

fellowshipの意味には「同好の集まり」「連帯

感を持った仲間」「連帯感」のような意味もあ

ります。ですから、ロータリーという共通の分

野で更に連帯感が得られる、または同好の集ま

りができるものが親睦活動と呼ばれるようです。

　小冊子：ロータリー親睦活動要覧がありま

す。一節を引用しましょう。

　「ロータリー親睦活動は、共通の職業や関心

を持つロータリアンとその配偶者、そしてロー

ターアクターから成る国際的なグループで、

各グループによって独自に運営されています。

その会員は、ロータリー親睦活動を通じて楽し

みを分かち合い、国境を超えた親睦を深め、いっ

そう充実したロータリーの経験を味わうことが

できます。」ロータリー親睦活動とは、ロータ

リーの中のクラブ活動的な意味合いがありそう

です。更に読んでいくと「ロータリー親睦活動

は、エスペラント語に関心をもつロータリアン

が集まったことをきっかけに1928年に始まり

ました。その後、1947年には、ボートに関心の

あるロータリアンのグループが、自分たちの船

にロータリーの旗を掲げ、自らをロータリアン

の国際ヨット親睦グループと名乗りました。

現在、最も長く活動を行なっているのが、この

ヨット親睦グループです。親睦活動の種類は、

時を経るごとに増えてきましたが、その目的は

今日も変わっていません。それは、親睦の下に

ロータリアンの繋がりを築き、趣味や職業に

関連した活動を楽しむ機会を提供することです。」

つまり、世界中のロータリアンが共通した趣味

や関心事についてグループを作って交流を深め

ようという趣旨のようです。

　マイ・ロータリーに登録されているロータリ

アンは、マイ・ロータリーの上の帯の中の「行動

する」の中の「ロータリー親睦活動」を選択し

閲覧して見てください。

　マイ・ロータリーの「ロータリー親睦活動

グループ」を見て見ますと、たくさんの親睦

活動グループがあるのに驚かせられます。例を

挙げますと、

ゴルフ　　料理　　　アマチュア無線

釣り　　　チェス　　旅行

といったオーソドックスなものから

ビール　　ワイン　　ウィスキー

などのアルコールもあれば、

倫理　　　欧州哲学　系図学者

マグナ・グラエキア（大ギリシャ）

なんてのもあります。

どれも面白そうですね。このロータリー親睦活

動グループは５カ国以上の国で25名のメンバー

を集めるとRIに公式認定を申請することがで

きます。しかし、なんでも認定されるわけでは

なく、重要な認定基準の14項目を満たし、認定

を受けた後でも資格を維持するために方針を順

守する必要があります。また、運営に関して

は、会費を設定し運営しなければなりませんし、

RIからの支援は一切ありません。また、営利

目的はこれを固く禁じています。

　皆さんに合った親睦活動グループはありまし

たでしょうか。日本では、親睦会と称して様々

な宴会が催されていると思いますが、宴会だけ

が親睦活動ではないことを十分理解していただ

きたいと思います。また、今月末にはトロント

で国際大会が開催されますが、国際大会の中で、

ロータリー親睦活動グループのブースが設けら

れ多くのロータリアンが訪れることと思います。

ぜひ皆さんも国際大会においでください。

　今回は、６月の特別月間：ロータリー親睦

活動月間のお話をしました。今月で2017～2018 

年度が終了します。私は、ガバナー月信の話題

提供では、ロータリーの特別月間のテーマにち

なんで話題を提供させていただきました。ロー

タリーの特別月間は2015年RI理事会によって

決められた強調月間です。

　「８月：会員増強・新クラブ結成推進月間」

「９月：基本的教育と識字率向上月間」「10月：

経済と地域社会の発展月間」「11月：ロータリー

財団月間」「12月：疾病予防と治療月間」「１月：

職業奉仕月間」「２月：平和と紛争予防／紛争

解決月間」「３月：水と衛生月間」「４月：母子

の健康月間」「５月：青少年奉仕月間」「６月：

ロータリー親睦活動月間」皆さんのロータリー

への理解が少しでも得られましたら望外の喜び

です。１年間、ありがとうございました。

「ガバナー月信　６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 


